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文化を育て
教養を高めましょう
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の生命を奪った戦火がやんで

の終戦記念日︒三百十万人も

八月十五日は︑三十七回目
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なく︑尊い生命を奪い︑人の
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終戦の日の八月十五日正午に︑

九日午前十一時二分からと︑

らと︑長崎に投下された八月
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では︑原爆が広島に投下され

ル室などが設けられることに

なっています︒
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市民会館が︑市民の文化・芸

術︑社会教豆錫の拠点とし

ては︑不十分なものとなって

民のみなさんに呼びかけてい
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﹁平和の像﹂前で戦争犠牲者

のめい福と世界の恒久平和を
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す︒多くの市民のみなさんの

奈 奥轜
雫 治禰

させることにしていまず︒

化センターとして全体劣蔑

着工︑五十九年度には市民文

そして︑今年度中にも建設に

実施設計へと入るものです︒

を加え︑基本設計を確定して

い文化センターをめざし検討

設計案か石とに︑利用しやす

定にました︒今後︑この基本

づいて今回︑華辺計案ｍ

基本計画か策定︒これにもと
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ーづくりなめざしてきました︒
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工夫がされてい未了︒
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市民文化公一館には︑大ホー
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ル︵四百人収容︶︑リハーサ

から時は流れ︑戦争を知らな

和の尊さを認識見97ととも
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〔基本設計案に採用決定した市民文化センター全体透視図〕
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施設ですが︑それぞれが独立

い世代が国民の半数以上を占
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耐兄た戦争体験者にとって決
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宇治市平和都市推進協議心一
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誓い合おう恒久平和

8月9日に
平和祈念集会
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宇治市史
の窓

十七世紀中葉の寛文・延
宝期は︒徳川幕府が政治的

期であるが︑経済の基礎を

にも経済的にも確立した時

なｙ年貢の基準となるのが
村高である︒村高は検地に
よって十地一筆ごとの石高

ぷっに幕府領・武家領・公
いえぶコ

領が多いの＆馥の一つと
んが紆溥であったといえる︒

に関していえば︑変化にｎ
をただ今発売してい毒了︒

る﹁ウ落市ぶ︵全六巻︶
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市政

今日から鹿児島で始まる全
国高校総合体育大会に︑ハン
ドボールの女子は東宇治高校︑
男子は西里嵩校が府代表で
出場︒先日︑市役所を訪れた
両チームぷ米市長が激励し
ました︒活躍か期待1ます︒

８月は道路を守る月間

量り売り会笞のが＝届である野菜やくだものまでパ″クして売られ︑鮮度や品質に疑問が感じβれる提にもありまず︒このよ之談品には︑単位価格表不や量目
まとめ
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せください︒︵保険年金課︶

金係︵容⑩3141︶へお問い合

になりました︒くわしぐは国民年

方も今年一月から加入できるぷつ

すぐ加入しでダ︑ださい︒外国人の

金に加入すべ孝︿でまだの人は︑

金をやめた人はもちろん︑国民年

二十歳になった人︑他の公的年

わけです︒

給されます︒加入は早いほどよい

ると︑六十五歳から老齢年金が支

があり未丁︒また︑最低二十五年間保険料を納め

ったとき障害年金や母子年金が受けられる場合

で障害者になったり︑夫に先立たれて未亡人にな

ちんと保険料を納めれば︑加入中に交通事故など

加入する年金制度です︒国民年金に加入して︑き

生年金など他の公的年金に入ってない人がすべて

国民年金は︑二十歳から一︿十歳までの人で︑厚

すると交通の妨げとなり、特に緊急自
動車の活動を困難にします。お互いに
注意し合って、道路を大切にしましょ
っ。

家領と三領主が入昨︷組んで

希望される方は︑直接歴史

価格は各巻四千円で︑購入

相異はあるにせエ︑その地
資料室までお申し込み下さ
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切れです︒
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正味量表記商品

スーパー形式の販売形態が
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領主を填兄る村々もあった︒

このぷつに東部地域は領主

よりも低ぐなってい未丁︒ま
た︑不足の率は四・九％と昨
年の十一・三％よｙ謀？︑
逆に紹遜が二二・八％で昨年
の一三・四％よりも高くなっ

販売店別にみると︑スーパ

ているのが目立っています︒
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１ １ 度の消費生活心
市場︑小売店の順になってい

ーの適正率が最も高く︑小売

車ｙ︒

モニターの
主な意見

道路は

た︒

と早産表に記したが︑宇
治郷や棋島村は三千石か磁
す大きい村で︑逆に最も小
い︒

貫七分るぷつに︑笠取

近衛家領であったが︑万福

と村が歴一史的なつながひが

なお第三巻︵近世︶は品

れに非喜こもごもな生活を

さい村は︑二尾村の四四石
の山間は醍醐寺領が多いが︑
などが存在していたことを

部は千石以上の村︑あるい
寺の創建に際して︑伊丹と

よ︑小さい村にせよ︑村々

宇治の歴史を詳述してい

り︑領手豊碍領・ｗ御

余である︒令辰的にみると︑
古代以来︑醍醐寺の知行地
考汽合せると︑村高と領主

送ることになる︒

宇治川東部は五〇〇石以下
であった︒また五ヶ庄は︑・

料・命偵・公家領・武家領

の小村が多いのに対し︑西

村ごとに集計したもので︑
はそれに近い村が多いのが
替地となり︑のち岡屋村の

村高と領主

いわば村で収穫される米の
特価といえる︒

が決めφれるが︑それらを

総生産量である︒これは知

を守配する領主が存鸚して

み盛言れたものである︒

だけでなぐ︑年貢はもちろ

あり︑そのためかこの地域

ところで︑大きい村にせ

ん諸役賦課のＩ指標にもな
いたが︑時期や村によって
は寺院領・公家領が多い︒

行池班給の基礎単位となる

った︒現在では村の大小は
異なっていたことはいうま

よりも低ぐなっているのが目
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立ちました︒
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道路は、あらゆる面で生活にかかわ
りのある国民共通の財産‑。
道路にものを置いたり、違法駐車を

早いほどよい国民年金の加入

人口なり︑面積なりで決め

に大名領・旗本知行の武家

いふチ︒また︑不足の率はＩ

八％よりも大幅に高くなって

七五・一行で︑昨年9︿三・

る傾向です︒計量の適正率は

消費生活モニターが計量調査

多くなってきた適正量目

消費生活モニターが計量調
査を行いました︒
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折り込まれまずプログラム

お問い合わせは︑宇治観

をご覧ください︒
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︵商工観光課︶

︵写真は昨年の花火大会︒︶
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東笠取西笠取
274．2316．621
316．621
治

られるが︑江戸時代では︒

花火大会

郡

（その90）

村高によって判断されてい

宇治川納涼う脳川辞犬

1982年（昭和57年）8月1日発行（2）
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話そ

実
フ

技

の形成に寄与してもら7た

市民として社会連帯意識

が実施しています︒

の一形態で︑現在は公民館

に行う婦人教育

継続的︑集団的︑

たって計画的︑

一定期間にわ

ついて学習を

活上の課題に

乖店発化してきてか季ｙ︒

が多く︑婦人の活動はます

ている人は︑圧倒的に女性

現在︑公民館忠司され

話

ろラあ者問題や手話につい
て理解をひうの︑ろうあ者と

その
閉

ゲ

手話 Ｆ話

開
講

｜

コ1

コ｜

講

他の
式

ム

ラス ラス

式

内容

健聴者の交流奪手めるため
に宇治手話教室を開きまず︒
また︑ボランティア挿碧手
る手話奉仕員の養成もこの教
室の目的です︒
ｙ日程＝上表︑午後7時か
ら8時半ｙところ・・・宇治市民
会館三階ｙ対象＝・全講座に出
席でμる市民ｙ受講料・＝無料

の意義・職場における人間
関係などに関ずる学ｍｍ
めてい淘蛋す︒
市では︑昭和三十一年か
ら婦人学級か公民館などを

初めのこＡほ︑市内の婦

会場にして開いて亭 した︒

人団 ？掻携して開いてい

夏休み
親子スケート教室

夏の暑さの中︑はだ寒いリ
ンクでアイススケート衆して

宇治市公民館では︑親子い

みませんか︒

っしょにスケートの正しい技
術夕身につけていただこうと
初心者を対象に夏休み親子ス
ヶＩト教室を開き康ｙ︒

アリーナｙ対象・・・市内在住の
小幸生以上の親子︑先符60組
ｙ参加費・・・小学生千四百円︑

走料と貸靴料︑保険料を含む︶

二千四百五十円︵3日間の滑

中学牛早八百五十円︑右左

日廓まで恂︶日闘︑午後1時

ｙとき＝・8月25日困から27

か旨蒔ｙところ・・・伏見桃山

お知らせ
9時半から▼ところ・・・宇治市
民会館3階▼参加資格・・・市民
または市内に通勤・通学して
いる人▼試合方法・：小・中学
生の部︵低学年・高学年・中
学生︶と一般の部︵有段者・
級位者・初級者︶に分かれて

ら参加者冷募って開いてい

握し︑充実した内容で少し

婦人の学習要求を的ぼに把

対局▼参加料⁝小・中学生二

康す︒今年度も７治・木幡・

を提供していきたいと考兄

でも多くの人に学習の槙会

施した婦人学級からサーク

と︑学ぶｍ ｍ講してい

からの人生の指針になれば

ま7．

役割は︑今墜呂に唄要な

現代襲における婦人の

改めて学ぶことの立縁茎愚

かたを懇切丁寧に袱幻り︑

各分野における婦人のあり

新しくきれいな公民館で︑

ものになっていくことが予

じています︒

期的に行われていまず︒

害をテーマに継続学習が定

ルが結成され︑現在︑食品公

加しました︒少しでもこれ

今度開かれた婦人学級に参

芦石に遅れ冷ぷないため︑

ほ親です︒成長していく子

私は三人の子どもを持つ

哲哉正子さん︵木幡︶

婦人学級受講生

ていまず︒

小倉のそれぞれの八罠館で

することになってい季子︒
婦人学級から
サークルが結成
昨年度に木幡公民館で実

◇

課題を決め︑対象別に実施

▼とき・：8月29日間︑午前

市民将棋大会

催し

Ｖ申込み・・・8月10Ｅまでに福
祉課障害福祉係︵ｆｉＲ314

︵福祉課︶

1︶へ電話で申込んで下さい︒

ほ親として︑ 家庭教育に
関心と理解を深めるために
は︑子どもの心身の発達︑
母親の自覚や態度に関する
学習夕通めてい章手﹈︒
就労婦人として︑職業観

についての知識・技能の習

m立するためには︑職業

ｍとして︑家庭経営の

得や職業の選択能力・就労

手話の練習（昨年の手話教室から）

地域婦人の役割

する学習か深めることにし

毒ｆｙ︒特に︑消費牛居に関

ど＜ｂ︶学習することにしてい

間関係︑家庭の生活設計な

・衣食住の管理や家族の人

むことができるぷフに家計

牛活か創造的︑合理的に営

庭牛″−の調和を図り︑家庭

婦 人
学 級

能力奪﹃めるためには︑家

母親として

主婦として

することにしていまｙ︒

とや婦人の奉仕活動応召

行政︑政治なμに関するこ

の伝統︑文化︑生活環境︑

懇談

紹介

めには︑地域の婦人の役割

想されまず︒そこで婦人学
級奮大施するについては︑

34の7（Ｓｃ8290）

内91（ａ⑩4687）

百円︑一般七百円▼申込み・・・

︵先着順︶ｙ申込み＝・千五百円

五百円か必要︶ｙ定員・・・40人

︵交通労政課︶

田会のつどいを開きます︒入

場は無料です︒

▼とき⁝8月11日團▼とこ

ろ⁝小倉公民館＝午前10時か

館＝午後7時から8時半▼上

後2時から1時半︑木幡公民

学か猶与・免除された人を

就学ずることができず︑就

事情で︑義務教育諸学校に

病弱などのやむ舎兄ない

中学卒業

映作品・：﹁動物村のなかよし

対象に中学卒業認定試験が

認定試験

作戦﹂︵アニメーションーカラ

らＨ時半︑宇治市公民館＝午

ー10分︶︒﹁くまの子ジャッ

行われ車ｙ︒

込み・−00月1111日困Ｌ9月10

学校教育課︵豊

0751451−8

日廓までに︑京都府教育庁

111︶へｖ試験科目・＝国

語︑社会︑数学︑理科︑外

国語︵英語・ドイツ語・フ

なお︑点字受験される人

ランス語のいずれか︶

は︑できるだけ早めに申込

︵学校教司課︶

んイｖださい︒

とさそいあって参加しアー

▼とき・・・８月６日圖︑午

ださい︒

前10時〜Ｈ時半▼ところ・：

市民会館第一会議室▼対象

も▼申込み⁝８月５日㈹ま

・：小学校低学年までの子ど

049︶へ︒

でに電話で図書室︵豊⑩4

︵８月分︶

そよかぜ号巡回日程

書館
移動図

でも良習と︑子芦も夏のど但し未了ので︑お友だち

書室を子芦もさんに親しん お話や巻き絵︑映画な

市民図書室では︑本や図 つどいを開海玉手︒

夏のつどい

子ども

ｙとき・・・Ｈ月5日廓ｙ申

キー﹂︵アニメーションーカ

ラー27分︶︑﹁チョコレート

戦争﹂︵児童劇映画・カラー

41分︶

56岸履宇治市統計書ダイジ

ェスト版ができました︒Ｂ5

版68ページ︑発行部数300部で

す︒必要な人に︑市役所玄関

または企画課でお渡しいたし

ます︒

献血

▼8月10日㈹︑午前10時か

ら正午︑午後1時から3時半

まで︑保健医療センターで▼

8月24日午前10時から正午ま

ジ︶午後1時半から3時半ま

で︑宇治新生市場︵新庄ガレー

20分︵保健衛生課︶

アルバイト職員

募集

10分︑宇治保健ぶＴ午前11時

50分︑日椋公会堂＝午前Ｈ時

40分︑小倉公民館︱午前10時

ろ・＝木幡公民分館1午前10時

ｖと亨・8丹10日吻ｖとこ

犬・猫の引取り

で︑宇治病院で︒︵保健衛生課︶

税義務者及び同居の親族︑納

夏休み中の学習資料として︑

小・中学校の児童・生徒の

ダイジェスト版発行

統計書

が必要ぶｙ︒︵資産税課︶

場合︑委任状︑または承諾書

評価証明書の交付申請を行う

固定資産課税台唄の閲覧笈び

税管理人︑相続人以外の人が︑

昭和57年8月1日から︑納

の閲覧について

固定資産課税台帳

トヘ︒

希望クラスを決めて︑8月23

︵社会教育課︶

23︶または社会教育課へ︒

ろうあ婦人
成人講座
▼とき・：8月22日間︑午後
1時から4時▼ところ⁝木幡
公民館2階学習室▼内容・：老
人ボケの予防▼講師・：宇治保
健所精神衛生相談員▼申込み
・：8月10日までに社会教育課
へ︒︵社会教育課︶
料理教室
Ｖとき・・・8月9日間︑午後
1時からｙところ＝・宇治労働
セツルメントｙ内容・・宣夕乗
り＞≪るスタミナ料理ｙ講師・＝
料即研究家の星野美智于さん
ｙ参加費・・・無料︵材料実費千

広野町一里山

案内

を添凡て宇治労働セツルメン

公民館やぼ︑夏休み親子映

親子映画のつどい

夏休み

ｃ宇治市公民館…宇治里尻71の

日までに桜井さん︵ａ⑩04

があたりまず︒

なお︑指尋には公認指導員

直接宇治市公民館へ︒

ｙ申込み・＝参加費をそ又て︑

公民館のお知らせ
栗田佳奈ちゃん

Ｖ職種・＝休日急病診療所の

看護婦︑准看護婦ｙ年齢・・必

歳までｙ勤務＝白・祝日︑年

末年始の午前9時から午後6

時ｙ申込み＝市販の履歴書に

記入し︑免許証の写しを添え

て8月5日までに保健衛生課

へ︒︵保健衛生課︶

︵市民図書室︶

︿市民図書室の休室日﹀八月は毎週月曜日と

31日固です︒

駐
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○宇治市小倉公民館…小介町寺

この欄に掲載するお子さん（56
年8月生まれ）を募集しています。
文書広報課へご連絡ください。

と天
う手

9（ａ⑤2＆04）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑

「まあ元気な男の赤ちゃん」「金
太郎さんみたい」とかよく言われ
ます。でも女の子なのですよノ

あ者

受講者募集
話
つか

手話を習いませんが
9；
数と

駿ｌ

手
自己
身ぷ

‰ ‰
時間
よく

／，

‰

手話教室
手話 奉ろ仕う
ろう ろつ 講
サ1 Ｕあ制者あ者 あ者 演
クル
度のの生の生 の生 な
の活
活（1）
説活明ｍ活（2）
ど
動
ろつ

公民館では
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昨年の親子スケート教室
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８月分

相談カレンダー

相談ごあんない

宇治市交通事故相談

社会福祉協議会の相談（●印）

交通事故巡回相談所

もえないゴ

市役所清掃課ＴＥＬ223141番

宇治（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）8／219

すみよい環境をつくりましょう︵宇治市民憲章から︶

ミ収集日程

羽拍子町（国道筋）伊勢田町（北山、大谷、若林．井尻．中山、毛語）
小倉町南ｍ、山際、京銀前から南京信前までの市

表

道筋以南の西浦）320伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43棟）

小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前
421までの市道筋以北の西浦）伊熱田町（南遊田）
棋島町（全域）

624中村、南山畑、南山、南端、国鉄以西の正中
・東中）五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）

木幡（熊小路）五ケ・庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、壇ノ

西の芝ノ東）
菟道（平町）￣

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
225西浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）．南端（国鉄以東）
326芝ノ東（府道以東）．広岡谷、南山（Ａ）、中村（さつきヶ丘）
427南山（Ｂ）、金草原
528南山畑、北山畑、大瀬戸（国鉄以東）．中村（国鉄以東）、東中（国鉄以東）、北畠一部
630北畠、桧尾．平尾、須留
731花揃、赤塚、陣之内（国鉄以東）、御園、御蔵山．畑山田、北御園、正中（国鉄以東）．ＢＴ並一部
99／1北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山全域

程表

正中（国鉄以西）、西中一部、東中（国鉄以西）、陣之内（国鉄以西）、河原、徳永．柿ノ木町、109／2一丁目、札ノ辻町、

木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ
725内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山畑．国鉄以東の正中・東中）

926％鷲Ｕ調より昌之‰問し

城南衛生管理組合
八幡市八幡沢ＴＥＬ075−631−5171〜3

11内畑、西中、中村（国鉄以西）、大瀬戸（国鉄以西）、壇ノ東、西浦、熊小路、南端（国鉄以西）

523小倉町．（近鉄以東の新田島）宇洽（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）
六地蔵（全域）木幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、

し尿収集日

12大林、梅林、芝／東（国鉄以西）、西浦一部
18寺界道古川、西田、北ノ庄野添谷前、西浦一部、梅林官有地
19西浦一部新開平野府営住宅折坂一部
20福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
21車田一部、平町、一里塚、戸／内（棋島飛地）
23車田．丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）
24福角（国鉄以東）、折坂（国鉄以東）、平野、一番割、二番割、三番割一部

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
225田原、井ノ尻、旦椋、平盛、南ノロ
北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、南ノロー部、西表、寺山（国鉄以西）、326寺山（翠光

寺山、大開一部、宮谷、尖山一部、丸山、一里山（府道以南、市道以東）、中島、427石塚（心華寺通り

5￣−28東裏、一里山、桐生谷、開町石塚（心華寺通り以東）宵ｉｔ一部
630小根尾大開一部、尖山一部宮東宮西、・Ｓ北
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、戸ノ内、京大宿゛）
野神．大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権見町）、琵琶、若森（国鉄以南），矢ｍ（国鉄以南）、731
菟道（平町を除く全最）1027明星町（全域）
志津川（全域）宇治（山本、乙方、東内、又振、山田）

99／1下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里ｓｔ（国鉄以ｍ）塔川
109／2望影ｎ乙方｀東内｀又振｀山田｀紅斎｀白川｀金井戸｀山本｀荒棋｀田中｀大垣内｀妙見｀

森本（国鉄以東）．段ノ上、藪里、東西隼上り．東中、西中、河原、門前、只川、中筋、11池山、谷下り

宇治（里尻、小桜、宇文字、壱番．妙楽、蓮華、

塔川、善法、東山．下居、琵琶．野神、弐番、1130池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）
白川（全域）
小倉町（奥畑）南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
1231神明（全域）宇治（蛇塚、大谷、野神一部）
琵琶台（全域）広野町（小根尾一部）

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
し尿収集日程
変更のお知らせ
8月Ｉ3日〜Ｉ6日までの4ａ間に
ついては、沢清掃工場の維持管理
に伴う定期点検整備のため、し尿
収集は行いません。

開町（国道筋を除く全域）
なお、このことにより8月17日
169／1広野町（小根尾、大開、尖山、宮谷、中島、丸山）西大久保府営住宅（1〜20棟）
以降｜回目の収集日程は、通常より
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、国道筋を除
3〜4日間の延長となりますので
く西裏・茶屋裏）
御了承ください。一一卜
179／2大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、久保）
し
￣尿収集の届出を
西大久保府営住宅（21〜32棟）
家族や同居人に増減があったり
安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒．新中
転出転居、浄化槽設置等でし尿収
ノ荒、ウトロ．南山）
集届出に異動があったときは、市
189／3開町（国道筋）
役所清掃課へ届出てください。
広野町（成田、新成田、国道筋の西裏、茶屋裏、派
（城南衛生管理組合）
出所前から近鉄踏切までの府道筋）
大久保町（田原、旦椋、平盛．井ノ尻、南ノロー部）

中山（近鉄以東）．大谷、西畑、中畑、・春日森、一ノ坪、島前、225大町、大川
326中山（近鉄以西）、毛語、若林
427羽拍子町
528蛇塚、弐番（府道以北）、池森米阪
北山Ａ．Ｂ・Ｃ．Ｄ団地．中央台、西山（国道以西）．63Ｏ神楽田（山中含む）
731戸ノ内矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）、里尻（国鉄以北）、／ｌ＾＊ぶ

99／1東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
109／2南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
11南浦（100〜110、84〜98、30〜33）、大只団地山際一部
12南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
山際、半白、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡貫、17郡、石橋（大川

18老ノ木、久保、西山（国道以東）蓮池
東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、19←（大川原線以
20寺内、西浦
21南堀池（本通以北）、南堀池（本通以南）
23南堀池（大和、田中）、堀池・
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、24中ノ田、名木
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