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まず議会など4階建て
市では︑このほど現市役所南隣の菟道第二小学校跡地に建設を予定

の受入れ︑各競技企一の開催︑

査などを行ラために幹事会や

議を構成し︑事業の調整や調

る宇治市にあって︑京都国体

8月4日と12日︑夏休み親

子昌蚕を開催︒この両日で

城南衛生管理組合の沢清掃

二十九組︑六十三人が参加︒

工場︑宇治市水道部の宇治浄

水場︑京焼陶芸の炭山工芸村

を見学︒工芸村では絵付けを

楽しみました︒日ごろこうし

た施設を見る機会の少ないお

かあさんたちは︑小学生に負

参加者からは︑来年もぜひ

けず熱心にメモ︒

このよシな見学会をしてほし

いと好評でした︒︵写真は︑

炭山工芸村でお皿や湯のみに

用地の場として位以つけ︑こ

で︑第二期以降の工事は︑財

応して新庁舎を増築するもの

で議会関係が中心︒三︑四階

延べ三千七百十五μの庁舎

も利用できるぷフエレベータ

実施設計では︑身体障害者

務室として利用する予定︒

と議場︒一階は窓口部問の事

室などで︑三階は三委員会室

に間借りしている状態です︒

建設部の一部が消防庁舎など

プレハブニ棟に入っており︑

務所︑水道部︑企圃課などが

なお︑現在市では︑福祉事

思い思いの絵を付ける参加者︶

の間︑約一万七千八百五十平

政状況を見ながら︑今後十年

吹き抜けの議場と︑四階に傍

第一期の建設は︑地上四階︑

方討の敷地に︑﹁昭和七十五

聴席を設け︑二基のエレベー

上四階︶の三棟を建設するこ

エレベーターを初設置
建物は︑北側から高層︵地

市でも受け入れ準備体制につ

の国体準備の動向とあわせ︑

もに︑この大会を契機として

な組織体制のぼ立を図るとと

まず国体受入れのための必要

を期す必要がある︒そこで︑

化︑産業の発展に資すことを

とが︑心のふれおいと市民文

の振興︑推進︑さらにこのこ

（3月ｌ4日、山城総合運動公園）

上八階︑地下一階︶︑低層︵地

とにしており︑このシち中層

いて行政関係機関はもちろん

上二階︑地下一階︶︑中層︵地

棟が第一期分となっています︒

市民の英知と理解︑男力のも

期して積極的に取り組む こ

することにしています︒二階

席直行の専用エ︒レベーターに

容易になるぷつ一基は︑傍聴

ターを設ｍ︒障害者の傍聴が

なっています︒

のホールも広くとった設計と

μには市民の憩いの場として

用し︑一階部分八百十六平方

備要綱に積つく基準を完全適

ーの初設置など︑福祉環境整

地などは駐車場などに当てる

置を解消︑プレハブ庁舎の跡

るため︑この時点で︑分散配

ると現議場や委員会室が使え

Ｌがし︑第一期工事が完成す

治市障害者福祉都市推進協議

市では︑去る八月十日に宇

鷺碓進するのがねらいです︒

施し︑健康で豊かな睨つくり

び市民啓発事業公総合的に実

障害児の早期療育の推進およ

博義︑伊藤博昭︑土田舜一︒

宏︑谷日出夫︑小林巧︑吉川

堀井治樹︑村上好弘︑高田晃

司郎︑野村徹志︑原田和久︑

杉本千代子︑橋本晴夫︑山本

大沢馨︑林崎二郎︑本多重久︑

川原一行︑松本登︑中川恵次︑

ぢ本一義︑井岡勉︑提武彦︑

熊造︑安岡博文︑大北幸平︑

息︑林昭二︑組藤利夫︑浅井

藤井一男︑榎川米三︑藤林博

さんは次の通り︒︵敬称略︶

明倉行いました︒委員のみな

推進事業および実施計画の説

れ︑市側から障害者福祉都市

長から委員の委嘱状が交付さ

なっています︒十日︑池本市

間の五十九年三月末日までと

十人で構成︒任期は︑指定期

関係や行政の代表な芦委員三

団体︑障害者団体︑竺福祉

発足した協議会は保健医療

計画となっています︒

は各会派の議員控室︑議長室︑

シンボルマーク

副議長室︑議会事務局︑応接

エ会議所副会頭︶︑同代理に

大北幸平さん︵宇治市民生児

帝姿員協議会襲冒副会長︶

が選出されました︒

この協議会は︑市が今年度

から二年間︑厚生省の﹁障害

者福祉都市﹂に指定されたこ

とにより組織されました︒障

害者の生活環境の改善︑障害

会一を設ほ︒第一回委員会で︑

者福祉サービスの実施︑心4

会長に中川恵次さん︵宇治商

宇治市障害者福祉
都市推進協が発足

身障者も利用できる

間ぐらいの中ですすめること

夏休み親子見学会
にしています︒

国際障害者年

年に予想される人口二十二万

お母さんも熱心にメモ
人︑職員竺千九百人﹂に対

市役所から教育庁舎間冷公共

全般的な計回としては︑現

とにしています︒

レハブ庁舎などを解消するこ

一期完成時点で︑すべてのプ

処するためで︑来春予定の第

余儀なくされている現状に対

需要から組織の雰散配置を

市庁企層築は︑急激な行政

している市庁舎増築の基本計画をまとめ︑今秋から議事堂を中心とし

運営にあたって︑万全な体制

の果たす役割は宇治市民総ス

とにしています︒

とに結災した大会準備に万全

十五万市民の体育︑スポーツ

た第一期工事に着手することになりました︒

に向け

京都国体に向け︑本格的に準

専門委員会を設けています︒
推進太部の基本方針は次の

の確立が必要です︒
今回設置された推進本部は︑

ーツの振興″話本政策の一つ

こフした準備夕総合的にすす
めていくためのもので︑石井

として積極的に取り組んでい

通りで︑﹁市民の体育・スポ

助役客総長とし︑中野助役︑

本水道小業管理者聚副部長と

ポーツの振興に大きな意義を

岩本教育長︑吉村収入役︑中

し以下︑部長︑教育次長︑福

係で︑京都市に次いで宇治市
開催種目が多く持ち込次れる

持つものであり︑このため府

祉事務所長︑消防長で本部会

合運動公園﹁太陽が丘﹂の関

京都国体では︑府立山城総

進本部︶舎爾野生した︒

回国民体育大会宇治市準偉推

に推進本部︵正式名称＝第43

備をすすめていくため︑庁内

市では︑このほ星︿年後の

市準備推進本部を設置

昭和63年京都国体

市庁舎の増築工事
今秋からスタート
ものとみられるため︑選手団

93

京都国体を市民の手で成功させよう

● 海 Ｊ ｌ Ｉ Ｍ ・ ｌｌｌｌ・2＼［！Ｖ−行

女78，585人

： ｃ 3 141㈹

男78，443人

編集文書広報課

世帯数49，628世帝（前月比72世帯増）

・￡．．

■ ｆ ツ 岫 宇 乱 北琶：ｉ：ｉ蔭地

昭和57年
（1982年）
人口157，028人（前月比382人増）

発行宇治市

8／21
（昭和57年8月1日現在）

元気にラジオ体操

3,000人が集合

なったら﹂と考えただけで

もし︑﹁我が家が火事に

しています︒

の家庭か肥ハ災が多く発生

実にはそういった自信過剰

てきます︒その人たちは﹁我

りして という言葉が返っ

①場所は危険でないか︒

防火のチェックとは

族で話見□ましょう︒

エ″クを実践するふつに家

︵消防本部︶

④あと始末は安全か︒

Ｓ﹂・ 71−Ｑ−一1・−

期︵生後3ヵ月ぐらいから︶

するもの⁝母子手帳と問診票

会は公開か原則で︑住民のみ

▼ツベルクリン反応検査か曼

に接種してください︒▼持参
︿六地蔵・木幡地域﹀▼と

けられない子μ石⁝①三種混

なさんは傍聴できます︒

き⁝8月25日︑午後7時30分

合予防接種を受けて1週間以

・：走・跳・短距離・ハードル
など▼申込み⁝はがきに住所︑

から9時40分▼ところ・：木幡

内②はしかの予防接種を受け

公民館二階学習室

か接種した子μ石④流行性耳

氏名︑学年を記入して︑8

︿笠取地域﹀▼とき・・・8月

下腺炎︑麻しん︑風しん︑水

交通指導員の

︵保健衛生課︶

に必ず測ってきてくだ洽い︒

▼注意・：体温は会場に来る前

痘が治ゆしてから1ヵ月以内

て1ヵ月以内③以前にＢＣＧ

︵企画課︶
未就業看護婦の

27日︑午後7時30分から10時
▼ところ・・・笠取南部災陽

月26日までに公園センター
︵豊⑩−7678︶へ︒また
は︑電話で︒︵市民体育課︶
夏期フォークダンス
講習会
ｙとき⁝8月30日剛︑午前

調査

産婦︑保健婦の資格か痔ちな

募集

仮称槇島第二小学校
校名募集

月4日▼送付先・：教育委員

募集期間・・・8月⁝︷一日から9

住所︑氏名︑年令を記入▼

称梯に第二小学校︵極島町

来年四月に開校予定の仮

本屋敷︶の校名を広く市民

︵学校教育課︶

会学校教育課︵宇治琵琶45︶

▼資格・：市民▼応募方法

から募集します︒

・：はがきに校名とその理由︑

メートル︶▼内容・：自転車

習所︵近鉄大久保駅西へ300

事故をなくし︑住みよい社

者の適性資格テスト︑消防

の安全な乗り方教室︑運転

地域社会から悲惨な交通

話を通じて正しい交一通ルー

座名︑住所︑氏名︑年齢︑

または︑往復はがきに講

直接来館されるか︑電話

Ｔ申込み⁝9月9日までに︑

▽受講料・・・無料

▽定員：50人︵先善順︶

たは︑市内通勤・通学者

7対象・：15歳以上の市民ま

所長・有田幸雄さん

︵交通労政課︶

補導協議会︒

催・・・宇治市少年

も行います▼主

ンプファイヤー

クダンスやキャ

て楽しいフォー

な夜店なとが出

また︑いろいろ

いお話のひろば︒

婦交さんの楽し

イのお兄さんや

処置方法︑白バ

署員による救急

会を築くため︑親と子の対

▼とき・：8月29日間午後

ルを学ぶつどいを開きます︒

5時から8時︵雨天中止︶

▼ところ・：大久保自動車敦

視聴覚教室

講座

あなたも︑スライドづく

りに参加しませんか︒

一にわたって視聴覚教育講座

宇治市公民館では︑5回

一を開きます︒

宇治市公民館︵宇治里尻

職業︑電話番号を書いて︑

7119萱・四2804︶へ︒

一▽日程と内容・：左表

▽講師・：ムービーセンター

一﹃﹀ところ・・・宇治市食館

−

も恐ろしくなりますね︒

の習慣として︑防火の4チ

火災を起した人はよく︑
火災の発生を防止するに
・・一争一一・スイ″チやコックを︒切り
は︑毎日の生活の中に防火
忘れて とか弓いうっか

夏ばて

るく何事かずるにもおっく

が家か旭ハ事は起こらない﹂

うっかり火災防止

うになります︒日頃見慣

という例外的な見方や︑考

▽ところ・：府立宇治公園︵塔

倉＝9月9日・10日・16日・

17日︑午前10時から1111時半
▼Ｂマース︵北部地域︶︑パ
ブリックテニススクール小倉
＝9月1日・6日・8日・13
日︑午後6時から7時半▼Ｃ

ーンテニスクラブ＝⁚9月2日

コース︵南部地域︶︑宇治ロ

・4日・9日∴Ｈ日▼参加料

がら︑現在業務についておら

看護婦田︑准看護婦山︑助
育・社会教育に携っている人

10時から午後3時半▼ところ
⁚・・木幡中学校▼対象：学校教

▼定員・・巾人▼直接会場へお

れない人で︑前回までの調査

︵性別は問いません︶▼勤務

時半から8時半︶が可能な人

▼対象・：毎朝勤務︵午前7
は︑電話または︑はがきなど

にご協力いただいていない人

越Ｌｙｙださい︒吊民体育課︶

バドミントン教室

場所⁝伊勢田小学校区内吊

農協伊勢田支所前︶▼募集人

▼連絡事項・：氏名︑住所︑

でご連絡ください︒｀

員：ｉ名▼申込み・＝市販の履

▼とき⁝8月26日から9月

電話番号︑生年月日︑免許種

心丿

毎年のことですが︑暑い

ひお越しぐださい︒

れたり︑使い慣れている火

日が続浙蚤すと︑4体がだ

▽とき・：8月29日間︒午後6

にも︑注意力がお八モかに

②器具は安全か︒

時半から

③使い方は正しいか︒

10時▼ところ・：黄璧公園ブ1︲・
ル▼資格・：小学校二年以上▼

災に結びつきます︒

え方をする人が非常に多い

参加料⁝無料▼種目・・・バタフ

・：各コースとも三千円▼申込

さん︵小倉町老ノ木20の6登

み⁝⁝9月1日までに︑広瀬

﹄ｋＺ7︲ｌｋ︲｀7ｋｋ｀・7りｌｋ・一ｌｌ−

ということです︒し如し現

ノ島︶
︵社会教育課︶

半から︑池本市長をはじめ全

ライ公惨ユ双泳とレクリェー

パブリ″クテニススクール小

お知らせ
体育大会

市民総合

第16回市民総合体育大会が
開らかれ康司

員が︑ピアノ伴奏にあわせて

ション競技▼申込み・・上林書

10時▼ところ・：太陽が丘競技
場▼参加料⁝千二百円▼内容

なり弓いうっかり の火

すばらしい演奏を聞きにぜ

を重ねてい毒ｙ︒

中学生と高校生が合同で練習

一︑〇〇〇人のブラス
宇治市︑城陽市︑久御山町
の中学校と高等学校の吹奏楽
部が︑第Ｈ11回オープンエアコ
ンサートを開きます︒
このコンサートは︑中学校
と高等学校の交流を深め︑ク
ラブ活動の成果を市民のみな
さんにも発表して︑地域にと
けこんだ音楽会にしようとい

企画や運営︑選曲はすべて

シものです︒

生徒が中心︒演奏する曲名は︒
﹁マッカーサーづ・Ｉク﹂﹁ス
パニ″シュフィバー﹂﹁オブ
ラディオブラグ﹂など︑市民
のみなさんもよく知っている
曲が演奏されます︒
この日のために︑高等学校
のある五ブロックにわかれて

元気にラジオ体摸をてりひろ

店︵豊⑩−3777︶へ︒

▼と亭・8月29日㈲︑午前

︿水泳﹀

げ︑すがすがしい汗を流して

で約三千人が集合︒午堕︵時

いました︒

⑩3873︶へ︒︵市民体育課︶

総合運動公園

府立山城

︿婦人健康体力づくり教室﹀

18日までの毎週木・土曜日︑
午後7時半から▼ところ・：南

●＝

オ−プンエアコンサート

さる八月五日︑伊勢田小学
校グラウンドから︑ＮＨＫラ
ジオ体操が全国に実況生中継
放送されました︒
早朝にもかかわらず︑小
さい子どもからお年寄りま

︿陸上﹀
▼とき・：9月26日間︑午前
9時▼ところ：太陽が丘陸上
競技場▼資格⁝市民か市内通
勤・通学者▼参加料⁝小・中

▼とき・：9月3日から10月

別▼受付期間・：9月1日から

≧

︵交通労政課︶

市・府民税の納期

今月は

までに交通労政課へ︒

歴書に記入のうえ︑8月24日

小倉小学校体育館▼参加料・：
五百円▼定員・：中学生以上30

30日▼連絡先⁝京都府宇治保
健所︵宇治若森7の6豊⑩2
191︶︵宇治保健所︶
ツベルクリン・
ＢＣＧ予防接種

ンナリオ作り
「道標」（上映）

学生無料︑高校生三百円︑一

99日毎週金曜日︑午前9時半

◇

吊民体育課︶

人▼申込み・：市民体育課へ︒

地域整備計画

八月は︑市・府民税の第2

納期内にお忘れなくもより

期の納期月です︒

スライド作りの基本

9月ｌ8臥土）

らー

の金融機関か納税課でお納め

音入れ、完成
10月16日（土）
試写
19：00〜21：00

から12時▼ところ・：太陽が丘
墜エ競技場▼参加料・：二千八

▼申込み⁝はがきに住所︑氏

▼日程と会場・：9月1日か
ら︒4月Ｈ日発行の市政だよ

策定協議会

り﹁予防接種日程表﹂をご覧

視聴覚教室講座日程表

−

ください︒︵納税課︶

交通安全納涼大会

9月25日（土）
スライドの製作
19：00〜21：00

般五百円▼種目⁝男子＝小学

校生・一般＝9種目︒女子＝

百円▼内容⁝健康体操︑ジョ

名︑年齢を記入して︑8月28

やすらぎとうるおいのある

ください▼対象：満4歳まで

10月9ａ（土）

生4種目︑中学生8種目︑高

小学生3種目︑中学生6種目︑

Ｉ9月10日までに宇治市陸上

日までに太陽が丘公園センタ

ふるさと宇治牽めざす地域整

の乳幼喝できるだけ早い時

柵集の仕方

19：00〜21：00

ギング︑ストレ″チ体操など

競技協会︵豊⑩0797︶か宇

備計画を策定するため︑次の

斜

19：00〜21：00

19：00〜21：00

オリエンテーション

9月ｌｌ日（土）

内容

日程

高校生・一般7種目▼申込み

治市体育協会︵ａ⑩1905︶

ー︵広野町八軒屋谷1︶へ︒
︿小学生陸上競技教室﹀

二地域で協議会を開催︒協議

・・Ｓ「

④

▼とき・：8月27日・28日・

30日・31日︑午前9時半から

●．｜・．Ｉ．♂ｆ・6峰

Ｉ｀・←・｜｜・ｌＵｌｌｐ
7・・・・・．Ｊ｜・．・・・Ｉ

「ら

4・ＩＩＭ
ｉ．4．，¨・．・・・・

41Ｆ？Ｊ11ｒ−24●Ｆ？Ｊ闘ｒ．｀ｊ・ＩＦｙＪｌｆｙ

Ｊ・ＩＦ．＾ｊ・ｒ．

？・
｜・炉＾

（塔ノ島で）
昨年のコンサート

火災予防

へ︒吊民体育課︶
硬式テニス教室
▼Ａコース︵北部地域︶︑

ｔＶＳ
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