本市と中国訣西省咸陽市との友好都市提携調印式が︑七月二十四日︑文
和友好・平等互恵・相互信頼・長期安定の四つの原則に基づき︑各種の方

化会館小ホールで行われました︒池本正夫宇治市長と祝新民咸陽市長が﹁平

年の交流の歴史を通じて︑

一 わが国は︑中国から二千

報

咸陽市は︑歴史都市であ

り︑産業・経済の面でも大

守姦翼しています︒

に結びつくものであると確一

本市と咸陽市が︑友好関

信し示ｙ︒

宇治市長 池本正夫
各分野四交流で友好を

宇治市受訪問︒早期に︑友好

王歩唐咸陽市長以下五人が

昭和60年５月

す︒

都市提携促進に積極姿勢舎ｙ

談︒浹西省長は︑両市の友好

が太陽が丘を視察︑市長と懇

京都府を訪問中の陵西省長

昭和60年４月

市提携について懇談︒

が市長と︑咸陽市との友好都

宮城宇治市日中友好協会長

昭和59年１２月

友好都市提携に向けての総領

中野助役ら総領事館を訪問︒

昭和60年９月

陽市を訪問︒

治市・咸陽市友好訪問団︑咸

中野助役を団長とする︑宇

昭和60年９月

民会議茜足︒

咸陽市との友好都市推進市

昭和60年７月

要請の親書か受理︒

咸陽市長から︑訪問団派遣

昭和60年６月

好都市提携に努力すると表明︒

市を訪問︒副会長︑両市の友

調印までの歩み

今日はまた︑重要な任務 信じます︒

川

法で経済・科学技術・文化・教育・スポーツ等の分野における協力と交流

重ﾕと

を行い︑両市の発展と両国民及び両市の友好事業を推進するために努力す

流を深め︑日本と中国の友

ツなどの各分野において交

多くのことを学んで来まし
巡︒そして両国民は︑一九

宇治市民にとって大変意義

す︒幼い苗木の健やかな成

め

る﹂との協定書に署名をし︑両市の永遠の友好を誓い合いました︒

一七二年の国交正常化以来︑

息弄ものであり未了︒

好が末長く続くこと衆心か

深いものです︒

の発展と︑世界の恒久平和

また︑今後の日中両国民

一共通の基盤と意識を持ち︑

素晴らしい友好関係を築い

理解を深める﹂を骨子とする

総領事と谷岡豊次・京都府出

て来ました︒

長には︑人々が勤勉に水を

号

表団を紹介︒

調印式は︑七月二十四日午

協定書が読み上げ硲れ︑両市

咸陽市と宇治市の友好都

やることが必要です︒

を引き営ける日でもありま

両市長のあいさつ

長が日本語︑中国語二通の協
定書にそれぞれ毛筆で署名を

ついで﹁日中国交共同声明

しました︒

と日中平和友好条約の原則に
基づき︑市民の相互理解と友

納長︵知事代理︶が立会人と

情を促進するため両国及び両

して出席し行ｐれました︒
式典は︑両国の国歌演奏の

後二時から︑文化会館小ホー

後︑祝新民︵しゅくしんみん︶

市の友好関係衆強化し︑相互

市提携によって︑両市の繁

゜？

長︑北村市議会議長や各界代
蚕χ約四百人が出席︒器

市長以下五人の咸陽市友好代

協定書をそれぞれ交換した

・中華人民共和国駐大阪公使

いて︑友好旗︑記念品の交換

栄と発展が促進されるだけ

の親類が出来ました︒

が行われ︑固い握手で友好を

後︑両市長のあいさつにつづ

誓い合いました︒

日め"i

都市提携することを両市が確

事館の協力を要請する︒

咸陽市写真展を︑宇治市中

昭和60年１２月

央公民館で開催︒

栄｀0

努力によって繁栄と発展を

と強巨

認︒咸陽市長︑池本市長の咸

もよf1

今日は︑咸陽市・宇治市

i

嗇6>

また︑幼稚園児が両市長に

国に跨

陽市訪問を要請︒

とにE］

にとって︑大変重要な日で

市力流

ごやかに式典を終えました︒

扇

咸

咸陽・宇治両市市民の我

治努与

花束を贈呈するなど︑終始な

｀もく
中更

昭和60年５月

にっf1
繁てｐ

咸陽市 祝 新民

乱

発展が必ず訪れると︑堅く

宇る・

す︒一九八六年七月二十四

p

日は︑両市の歴史に書き込 でなぐ︑浹西省と京都府の

丿

市
鴇

▲両市長がサインした協定書

rt5
とれa

調印式の後︑両市長は文化

0,

｀

センター前庭で︑市の木イロ

゜ft

ら

ハモミジの記念植樹を行い︑
両市の友好発展を樹木ととも

討

一で外国の親類が出来︑咸陽 の友好も深められます︒

則#

一市民も二十万人近ぐの宇治

‑‑･‑‑‑‑‑‑‑‑

に大きぐ育てることを誓い合

４

いました︒

た好7;

中国人民対外友好協会浹西

623

ま友て

省分会副会長以下五人︑宇治

と咸ぎ

ルで池本宇治市長︑祝咸陽市

▲調印を終えて、固い握手をかわす両市長（7月24日、文化会館小ホール）
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咸陽市と友好都市に

７月24日に調印

(2)

川川ｍ

咸陽市友好代表団一行︵祝新民︿しゅく
しんみん﹀咸陽市長ら五人︶は︑二十三日
に来宇︒市役所を表敬訪問の後︑歓迎夕食
会に出席し︑関係者となごやかに懇談しま
した︒二十四日は調印式の後︑︒文化センタ
ー前庭に市の木︒イロハモミジ″を記念植
樹︒平和友好の樹と記された石碑の前で将
らは︑平等院や対鳳庵︑市内の工場︑スー

来の友好を誓い合いました︒翌二十五日か
パーなどを見学︒太陽が丘では夏の高校野
球京都大会を楽しく観戦する一方︑折居清
掃Ｔ︷場では︑ゴミの処理方法や設備などに
ついて熱心に説明を受けていました︒この
外︑奈良や京都市内の古寺︑琵琶湖なども
見学し︑互いの″歴史と文化″に触れ合い︑

咸陽市友好代表団が交流

れあう数日

o北京

Ｎ４

咸陽

^c

▲乾陵にある石像

咸陽市の概要
し都
え︑
と楊陵
よの
う二
り考
咸陽市は︑秦

▼概況

北は甘粛省につながり︑東は

学校︑科学技術研究所など三

口は二十四万人︒大学︑専門

持つていホチ︒秦都咸陽の人

▼位置

匹市とヽ西は謳市と境界

つの区を管轄し︑十一の県を

か接しています︒

十三ヵ所があり︑科学技術労

人の農業科学技術員がいます︒

区は︑農業科学都市で約一千

働者は三万人余りです︒楊陵

▼面積

トル︵宇治市は六十七・二九

一万二百二十三平方ちメー

平方Ｉメートル︶︒

▼産巣
工業では︑主に紡績１旱︑

▼人口

中でも紡織︑電子工業が慄れ

機械︑化学︑建材︑製糖︑製

約三百八十五万人︵宇治市

ています︒農業では︑院西省

革︑造紙︑印刷なとがあり︑

四季の変化がはっきりして

は約土︿万七干︿︶︒

います︒また温度差が大字Ｘ

っていホヂ︒

内の重要な食糧生産基地とな

▼気候

度になることがあり未了︒

緊ヽ漢時代の訟︑厖匹

でも唐時代の灘・鵬・鼎

七人の帝王陵があります︒中

夏は四十度︑冬心氷点下二十

▲両市長による記念植樹

の三十二人の皇帝の内︑二十 す︒

所旧跡は数多く︑漢・唐時代陶製の砿俑が出土していま

経済・文化の中心でした︒名 代の墓からは︑三千体余りの

建設し︑咸陽は当時の政治・ も多く残されています︒漢時

めての封建的中央集権国家を 閣︑仏窟な尹歴代の古代建築

皇帝はこの地に中国歴史上初ます・その外ヽ塔寺や怒殿

た歴史の地です︒特に秦の始 皇帝の妃︶の墓も現存してい

王朝の首都泉は畿内であっむ名です・鸞砂︵唐の器

から周︑秦︑漢︑随な芦千一 の墓などは︑重点文物として

の一つです︒起刀前十一世紀

咸陽は︑中国文明発祥の地

▼歴史

将来の固い友好を誓う

二十九日成田市へ向かいました︒

歴史と文化に触

▲祝賀会風景（24日）

▲天龍寺を拝観（28日）

624

今年ち︑と人人学が始まり
ます︒若い人と話卜Ｘ−え︑愛
される老人になっていただぐ
ことを目的として︑本市か山
連合喜老会に委託して行いま

す︒新しい時代力知識な身に
つけて︑現在の社会から取り

福祉会川内・豊⑩0187︶

︵福祉課︶

または各地区の喜老会会長ま
で直接︒

が︑この競技の大きなポイ

板の高さは︑盲と三む

ントになります︒

の二種類があります︒板の
反動か莉用するので︑競技
者のフォームには柔軟性が
あり︑優美であることが特

徴です︒
高飛び込みは︑平らな固
定された台から飛び込むも

お知らせ

冷竟服して行わなければな
らないことから︑技が豪壮

体系的で

であることが特徴です︒

豊富な種目
それでは︑ルールについ
て説明しましょう︒

飛び板・高飛び込み共︒国
際水泳迎盟の規則で︑種目
衣が制定されています︒更
に各競技会ごとに︑飛び込
み数と繩目︑そして種目選

在宅障害者デイーサービス

指導⁝長谷川重一

象⁝在宅障害者▼

陶芸教室開催
七月に続き︑二回目の陶
芸教室を開きます︒

祉会館Ｉ階作業工作室▼対

時〜正午▼ところ⁝総合福

色︑時間はいずれも午前10

㈲＝成型︑９月14日面＝彩

思います︒多数ご参加くださ

治″について考えてみたいと

福祉協議会︵豊⑩5654︶

・：８月20日困までに︑社会

込み・問い合わせ

円︵材料費︶▼申し

さん▼参加費・：百

藤敦子さん▼申し込み・：広野

い︒

▼とき・内容・・・８月31日

公民館︵豊⑥7450︶へ電

第３土曜日も休業

市役所の公金支払い

︵広野公民館︶

込み・：当日︑直接会場へ︒

学教授・北川純三さん▼申し

10時〜正午▼ところ⁝広野公
民館▼講師・：京都文教短期大

▼とき・：８月26日脚︑午前

話または直接来館で︒
︵広野公民館︶

受講生募集

記念日と生活 講座

毎日の暮らしの中で︑つい
見過ごされがちな︑いろいろ
な記念日︒広野公民館では︑
暦の記念日と日常生活を結び

金融機関では︑八月から第

つけたテーマを中心に︑八回
に渡って講座を開催します︒

二土曜日に加え︑第三土曜日
も休業します︒

第一回の今回は︑八月二十
九日が﹁文化財保護法施行記

このため︑市役所でも当日

前回までは︑標準的な排

水設備工事についてお知ら

せしました︒今回は︑少し

汚水を直接公共下水道へ

まで︒

︵社会福祉協議会︶

特殊な器具の取り扱いにつ

いて説明し示ｙ︒

くみ取り便所の悪臭を︑

回節水型簡易トイレ

安い費用で簡単に解消する

ものとして︑節水型便器︑無

臭トイレ︑簡易水洗などの

これらの機能を大別する

名称の市販器具があります︒

と︑①小量の水で流す方式

②泡で包み流す方式−に分

けられます︒いずれに１ ろ︑

くみ取口便器の改良型に変

わりなく︑公共下水道の水

洗便所には︑使用出来ませ

１時半〜４時半▼ところ・：総

放流するには︑十分な水の

ん︒

合福祉会館３階▼内容・：補聴

使用と下水管内からの悪臭

ＩＳ︶の製品に限られてい

洗便器は︑日本工業規格︵Ｊ

出来ません︒使用出来る水

共下水道を使用することが

たり︑十分でないものは︑公

要です︒この機能がなかっ

器についてのお話と相談▼講

室﹂元教諭・片山局さん▼対

ご不便をお掛けしますが︑ご

︵会計課︶

象⁝難聴者とその家族︵要約
筆記を用いて︑全く聞こえな
い人でも参加出来ます︶︒
当日︑補聴器の店も出店さ

公共下水道に︑油脂分や

■阻集器︵分離器︶

"'"' "■ ‑‑'‑‑'︱'‑■ま
‑す
1︒

れます︒︵社会福祉協議会︶
r""""'"""'""'■" ""'■

▼とき・：８月24日凹午後

ます︒

市難聴者協会の主催で行い

耳のお話と相談

を遮る水封︵トラベフ︶が必

念日﹂である関係から︑多く

設備工事の
師・：神明小学校﹁きこえの教

の公金支払いは行いません︒

下水道排水

理解とご協力をお願いします

の文化財に恵まれた郷土吊

国民体育大会の場合には︑
制限選択飛びはありません︒
競技者本人が最も得意とす
る種目を︑飛び込む前の姿
勢と水㈲に向かう方向で大
別した﹁俳﹂の中から︑自由
に送択︵自由選択飛び︶しま
す︒男子は飛び板飛び込み
五種目︑高飛び込み五種目︒
女子は前者が五種目︑後者
が四種目となってい康司

①

手順

コーラス教室

ハーモニーの美しさ︑素盾
臼しさ︑楽しさを味わってみ
ませんか︒コ１︲︲・ラスに興味の
ある人の参加をお待ちしてい
ます︒
▼と亭・８月18日側︑25日
側︑時間はいずれも午前10時

▼対象・・・市内に在住︑または

Ｉ正午▼ところ・：広野公民館

勤務す令ハ▼定員⁝50人︵先
着順︶▼講師⁝京都合唱指導
研究会所属大谷楽苑団員・加

脂‰Å皆叫

残されないよう︑積極的に学

▼日程・ぶ師・：

習をしよしょう︒

題は未定︶▼とこ

下衣のとおり︵演

ール▼対象・：60歳

田辺BTft会教青Sii
9:311〜11:3(1
休 心三さん

に板の弾力性か莉用するか

8/26
(勾

ので︑高さには五貝七・五

9:30〜H:00

宇治?l察胃交通itti
淀川 −5)さん
9:3l)〜ll):30

ろ・：文化会館大ホ

以上の市内に住む
人▼定員⁝千三百
人︵先衿順︶▼参
加費・：百円▼申し
込み⁝８月20日困
までに︑市連合喜
老会事務局︵総合

プして︑水中に入るまでの
わずか一上二秒間に︑宙返
りやひねりなどの技を０ う
競技です︒
競技会では︑幾稲類かの
技か将い︑空中でのフォー
ムの美しさや水中に入る時
の姿勢などを︑審判員が十

嵯峨阿弥ｌ寺卜W
9:311〜11:311
艮八 片夫さん

μ︑十μの三種類がありま

次回は︑﹁群﹂について説
明します︒︵国体事務局︶

考えて！ぼくらが育つ環境を
中央図書館サークル｢えほんの会｣代表･後

Ul町円会に)
11:01)〜H:30

択の制限︵制限選択飛び︶な

し込み…当日、直接会場へ■問い合わせ…

￨!‑.l≪総van
9:311〜11:30宇治市明
辻l 禎杉さん
8/29
旧

児童文'ffi
高橋 良和さん
11:00〜11:30 (閉会式)
8/30
出

ID:30‑11:00
H/27
(10

どが決められています︒

8月31日までﾉ
象…幼児から小学校低学年､母親などＩ申

II):011‑11:3り
平 等院住Ｑ
何叫 義弘さん

す︒この競技は︑高さを利

夏の防犯活動
小倉公民館保育室

8/24
川

川します︒そして︑恐怖心

Ｉ内容…お話し､読み聞かせ､紙芝居Ｉ対

この六月︑太陽が丘に府
下唯一の飛び込みプールが

老人大学日程の予定表

瞬間で競う空中芸術
点満点で評価します︒
飛び込み競技には︑飛び
板飛び込みと高飛び込みの

飛び仮飛び込みは︑弾力

二つがあります︒

性のある阪か踏み切り台に
して飛び込むむので︑いか

８月20日(水)午前10時半〜11時

土砂︑布きれ︑毛髪などが混

と︑下水管が詰まったり息

る必要があります︒

など︑実態に応じて検討す

の種類と業態︑汚水の質・量

阻集器の設置には︑業務

店︑美容院など︒

臭が家崖内に侵入︒時には

濁している汚水が流入する

爆発事故を起こすだけでな

■生ゴミ粉砕器︵ディスポ

汚水を公共下水道へ流す時

す︒このため︑このよシな

でも生ゴミを回転刃で瞬時

野菜くずや魚の骨など︑何

Ｉの宣伝文句で販売され︑

台所から生ゴミが消える

ーザー︶

く︒処理場の機能を妨げて

は︑阻集器を設ほして好ま

に粉砕し︑泥状にして直接

処理水の水質か悪化させま

しくない物質を有効に︑分

下水へ流すデ″スポーザー︒

生ゴミ処理には︑大︷名賢利

離収集出来るようにしなけ

この設備の種類と︑それ

ればなりません︒

で快適なものです︒しかし︑

公共下水道にとっては︑大

を設置しなければならない

実參

きな問題を含んでいます︒

Ｉを使用した場合︑汚水濃

殿物は二〜三倍になり︑管

度は二倍に︑下水管内の沈

が増えます︒一方︑処理場

の詰まりや有毒ガスの発生

て︑︒浄化機能が低下︒処理

では汚水処理負批が増大し

水の水質保持が困難になる

阻集器には

と考えら瑕ています︒

定期点検が必要

公共下水道に︑油脂分や

化学薬品︑土砂︑その他の混

濁物がそのまま流入するこ

とは︑避けなければなりま

せん︒そこで︑工場廃水に

店︑レストランなどには阻

ンスタンド︑クリーニング

は除害施設を設置︒ガソリ

ソリンスタンドい自動車修

ディスポーザーにも︑阻

災器を取り付けます︒

集器の設置が必要です︒阻

三回に分けて︑排水設術

集器は定期的に点倹め掃し

工事の手順など︑概略か説

て︑器内を良好な状態に保

阻集器⁝歯科医︑

明して来ましたが︑不明な

ンド︶阻集器⁝泥︑

整形外科医の技工

点や詳しい内容については︑

砂︑セメントなど

室など酉洗濯︵ラ

下水道管理課︵豊⑩314

◇

ンドリー︶阻集器

1︶へお問い合わせくださ

つことが大切です︒

・・・クリーニング業

い︒

を扱う業種言石こ

など○毛髪︵ヘア

︵下水道管理課︶

ー︶阻集器⁝理髪

う︵プラスター︶

料理店︑ホテルなど苛砂︵サ

阻集器・：レストラン︑中華

理工場などゾ油脂︵グリス︶

口油︵オイル︶阻集器・：ガ

業種は︑次のとおりです︒

汚水処理負担を
軽くする阻集器

・人にも魚にも快適な環境を…

完成︒次第に︑飛び込み競
技に対する閲心も高まって
来ることと思います︒
飛び込み競技への理解を
深めていただぐため︑今回
から四口に分けて︑そのル
ールなどか説明しましょう︒
勝負は
わずか１〜３秒
飛び込みとは︑一定の高

おはなし会

9:30〜10:(HI (闘会式)
8/23
巾

帥
講
時
日

老人大学を開講
さの飛び込玄⁚からジ″ン
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飛び込み

▲昨年10月の陶芸教室
1)へ。
藤礼子さん(a⑩899

競技の見方

国体豆知識
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受講申し込みは８月20 日まで

宇治市史の窓

宇治における有力な茶師
であった上林家は︑代官と
いう役職を離れた後も︑
宇治茶業界の中心的な立場
を失なわなかった︒
﹁上の上林﹂と呼ばれた
上林峯順家と﹁下の上林﹂と
呼ばれた上林又兵衛家は︑

あった宇治の特異性は︑こ
享保十九年︵一七三四︶

すほかに手段はなかった︒

な刄皇産して︑利潤を増

搾りあげてムシロに広げ

浸してから冷水で冷やし．

灰のあぐ汁を加えた熱湯に

全国唯一の抹茶供給地で
シに巡在り方からもラかが

時徐々に嗜し
好こ
激う
化ひ
しつつあ
った煎
せ茶
んの
ち︑
ゃ品質向上に取

り組んでいたのである︒

には︑総反別二〇一町九反

に記された﹁宇治郷明細帳﹂

入れて炒り︑ムシロやゴザ

や︑熱した鍋の中に生葉を

つムシロに包んでもむもの

て干し︑熔炉で乾かしつ

各巻四千円です︒お求めは

の茶園は田畑に転肥たり︑り茶であったと︑元禄九年

全き ︵宮崎安貞著︶に記

長らぐ品切れとなってい

時代の宇治をあらゆる角度
から詳しぐ叙述したもので

今なら﹁宇治市史丿全六

す︒

︵歴史資料館︶

販売しています︒

﹁宇治茶﹂︵一冊二千円︶も

お越しぐださい︒なお図録

ることが出来ます︒価格は

表﹂をそう凡てお求めにな

年順に記した﹁宇治市史年

の茶園の内二四町余りは

ました﹁宇治市史﹂第二巻

一上・き⑩1311︶へ

宇治市歴史資料館︵折居台

巻と︑宇治の歴史事象を編

依然として茶師が所有し︑

は︑ただ今発売中です︒第

﹁宇治市史﹂第二巻

戸時代初期以降︑次第に不

に包ん岩み︑泉鍋謡

二巻は︑鎌倉・室町・戦国

い知られるのである︒

況への歩みをたどっていち
幕府や諸大名に向けての抹
熱する工程多尚返す釜炒

しかし︑宇治の茶業は江

それに加えて︑再三の洪
茶を作っているが︑大部分

抹茶作りを止めて前茶の製

好評発売中

水や大火に襲われ︑時に

は甚だしい虫害にも見舞わ

造に切監替えたりしている

製茶技術の発達︵その一︶

れて︑荒廃した茶園の復旧

︵一六九六︶刊行の﹃農業

などはおぼつかない状態で

ったから︑決して宇治茶

されているよラなものであ

だ舛ここに書か

れている ﹁前茶﹂とは︑現

とある︒

業界か徨わせるよシな高価

当時︑宇治茶と言えば抹

あったと考えられる︒

在市販されているような秀

の﹁煎＼hm良して︑当

宇治の茶業家たちは︑こ

茶を意味したぷつに︑宇治

それは︑茶の木から若葉

な商品ではなかった︒

も古葉も残らず摘みとり︑

れｔ謳ではｔかった・

茶であったが︑このような

の生産する主要な品目は抹

状態では抹茶以外の前じ茶

市推進協議会︵会長・池本

また︑正午には﹁希望の

さけましょう︒

初の女性委員も誕生
選管委員長仁吉潭耕作さん

町上ノ山千三︶が選挙管理
委員長に選出されました︒ま
た︑委員長職務代理者には︑
吉潭義則さん︵広野町東裏七
九一四︶が指名されました︒
任期はいずれも昭和六十二年

一雄前委員長死去に伴い行わ

今回の委員長選出は︑小山

七月十七日までです︒
七月二十一日に開かれた宇

れたものです︒

吉渾耕作選管委員長

会で︑吉洋耕作さん︵大久保

コーラスライン
９月10日(水)

ていなかった哉はヽ川を徊

眠との郊逮秘階が難逮し

がかかりました︒もちろん

昨瞰︵ぺ町約十二時間︶

くらべて︑Ｊり艦は二ぼの

射影からの刊り︵肘眺︶に

ふるさとむかし話

き和する飛がヽだや旅旋

までのあいだにヽ濃川の酎

艦のおりはヽが照から射影

それというのもヽヨ乍石

批わねばなりません︒

逮蜜も二傑か￡の鉉獄をむ

密ふためにがきな徴臣をか

たしていました︒でも︑ぷ

順で知られたや呑川や心服

きには游れにかってヽか祢

などではヽ瓶が川を飛ると

順たやすくぶめましたが︒

を︵拍肌︶を六陛とヽ戴七

なりません︒なかでも心怖

ひき廓をしながら割かねば

紗を︑轍獄は轍から降りて

び二十影キロメートルの餓

︵か肌︶を三ぼにわたって

心にだから￡訟へ恣￡るとき

はたいへんなき労がありま

したｌ似皆さんは瓶から彫

らヽ川尉を沢いて瓶を恣め

りてひき廓を怜っぱりなが

るのです︒

や洽までか尉につづく榛出
をの暇趾に・厠逮という願

お洽川のを句釘をむら

いました︒それに川えて硲

だ郡を胎して六心で恰いて

のあたりから舶ま隔罪ぶく

までは川の游れが擲しくヽ

い恋が生けてあってヽ彭い

したものでヽ粕割の寒銀は

︵珍四千六百キログラム︶
が脚める１ 飛を割賦に肘ぷ

七石賦﹂がありました︒こ
の瓶はヽ如争逮り私三十Ｒ

との匠を徽徽するぢ賦﹁ヨ

４た游川にはヽが隣の万
即原生逮と倣をのが原伽ぶ

いたということです︒

でもヽ俄から４ 知をたてて

すがヽ似節さんたちはか咎

た０
２ こ７ｉ
三十︒
石艦といえば︑のど

しなければなりませんでし

を廓眠して球尉へ獣つたり

が戮いために部求十際もさ

川の中部は︑かだのむんり

二十八仰それに四だの賦

ひき繩で瓶を怜きのぽって

本さんは︑婦人会︑福祉・社

節さんがかっていましたが︑

充が行われ︑松本登︵みのる︶
さん︵五ヶ庄三番割一〇︶が
就任されました︒任期は六十
二年七月十七日までです︒松

初の女性委員です︒

︵歴史資料館︶

かな似のあのように獣えま

おをさしで１ じったりヽ川

会教育関係盃渥されており︑

前委員長死去による委員の補

本市の選挙管理委員としては

一方︑七月土︵日付で小山

三十石船

共に江戸幕府の下で宇治
茶師たちが組織する三つ
の﹁御茶師仲ヶ間﹂か統轄
し続けた︒由家は︑改易や
閉門の一時期剪除いて︑そ
れぞれが相変らず幕府の知
行を受け︑﹁御茶師頭取﹂
と称して幕府や将軍家への
宇治茶納入に尽力する︒

戦争犠牲者のめい福を祈ひ︑
八月十五ほ午前十一時五十
分から﹁平和の像﹂の前で

平和を象徴する輪を差し

宇治市長︶が昭和四十一年

鐘﹂を鳴らし未了︒自宅や

市民の皆さんも︑ぜひご参

上げている少女を彫刻した

に設置︒本市の平和のシン

職場で一分間の黙とうをさ

平和祈念集会を開きます︒

平和の像は︑昭和三十五年

ボルとなっています︒

加ください︒

に宇治市議会で﹁世界連邦

宇治市平和都市推進協議

◇

のに伴って︑宇治市平和都

平和都市宣言﹂を決議した

15日に平和祈念集会

﹁平和の像﹂を化粧直し

市では︑八月十五日の終
戦記念日盈剛にして︑一日︑
市役所前庭にある﹁平和の
像﹂の一年間のアカを洗い
落とし︑美しぐ征粧直シ
をしました︒

、･'J●Ml^
￡・タ^^i^iii丿･;

テレビ市政だより
KBS京都テレビ

午後6時半開演
文化会館大ホール

￨銅
f゛−りil喊加、
^

治市選挙管理委員会臨時委員

綱で引いた

(その125)

▲製茶場の風景

⑩
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