市の人口

この夏︑近畿の青年四百三十八人が日
本海を渡って訪中︒この第三回近畿青年
洋上大学は︑八月十日舞鶴から出港︑天

ひたむきな姿に感動
スポーツで青年と交歓

じていた私には強烈な印象で

くましぐ生きている姿は︑何

なく︑女の人も同じ条件でた

ら参加した者で﹁近洋命を

でした︒これからは︑宇治か

共に感じ台えたのがなにより

い未丁︒しかし︑活動する場

での成果か返して行こ2旭

うしの巡携づぐりに洋上大学

年団の活動の中で︑少年団ど

加したいと思い毒了︒

シなのが宇治市にもあれば参

る京都市の﹁青年のぎのよ

ことに一生懸命に取り組□わ

いて︑子どもは自分の好きな

年宮専属の先生が指導されて

日本で言えばクラブ活動を少

はうらやましいものでした︒

大賀上海で訪れた少年宮

ようと思いました︒

感しましたし︑しっか昨生き

生活が恵次れすぎていると実

明るいのです︒改めて自分の

の分担はずっと奪幻らないの

また︑中国では男女差別も

した︒物質的には貧しくても

織戸敦子さん

だから驚きます︒

成果と抱負

津︑北京︑蘇州など中国各都市を訪問し︒
八月二十四日神戸港に着くまでの十五日
間の日程で︑洋上研修では連帯を深め︑

−天津︑北京そして南の上
海︑無錫︑蘇州と五都市夕見
てこられて︑中国大陸の印象
はどつでしたか︒︵司会︶
石原中国の人の目は澄ん
でいて︑街も活気にあふれ︑
うつろげに歩いている人な
ど一人も見かけませんでした︒

場では︑分担された一角のし

となぐ毎日が過ぎていくと感

織戸天津のじゅラたん工

女性の姿に感動しました︒こ

しゅうにもぐもぐと取り組む

−青年の社会参加の条件づ
くりについての意見も︑お聞

青少年の団体にはいまのとこ
うｍしていませんが︑なん

かせください︒︵司会︶

作って集まっていきたいし︑

ｍ＞つと提供して欲しいでｈ

石原ぼぐは︑スポーツ少

らかの形で社会参加して行き
たいと思っていまず︒
松村異った年齢︑職種の
若者が集まって仲問つくりを
しました︒小学校︑中学校と
今までに考えてきたことと同
じだったけれど︑それが人生

私の所属しているレクリエー

ね︒与えられた場をきっかけ

の課題でもあるということを

ションサークルも準備段階で

に︑青年がまとまっていくこ

織戸私は幼稚園のと准か

ら市外へ通っていて︑宇治の

雨田川

松村私は恐ろしぐ思った

Ｉ争一

のですよ︒舞踊の指先までそ

ろっているし︑笑顔も定形化

されていて︒

市長十億とも言シ人民を

一つの思想で統一しているの

ですからそうい5面もありま

す︒ト妬し︑底力を秘めてい

︱船上交歓会や無錫市体育

るとも言え未了ね︒

地域に友だちもなぐ︑今まで

何とも思って孝ません尹巡

が︑もし気軽に集える青年の

場があれば︑参加したいと思

うようになりました︒

増井世界の青年の中で︑

地域への愛着がもっとも薄い

のが日本の青年と言われてい

ます︒今脚ば︑ザぴ日々友好

につとめていってください︒そ

して︑その場となるような条

松村登

▲船上での研修風景

中国では青年たちと友好親善を果たして
帰国しました︒市では︑青少年の健全育
成事業の一環として︑この洋上大学参加
者に今回から費用の一部を補助︒この制
度を利用した五人の青年が池本市長を囲

出席者

．≪．≪ｃ3141㈹

（1982 ！年）
男78，538人

●毎月1ｎ・ｌｌＥＩ・ｚｉｕ兄ｔｒ

第606号
女78，693人

字治市宇治琵琶3Ｍｒ地

7年

昭和5
人口157，231人（前月比203人増）

発行宇治市

Ｉ
Ｑ乙
／
9

織戸敦子さん（学生・広野町桐生谷）
石原弘さん（地方公務員・宇治小桜）
大賀久美子さん（中学校教員・伊勢田町名木）
松村登美子さん（中学校講師・神明宮東）
小粥達朗さん（自営業・木幡東中）
池本正夫宇治市長
矢野悟（司会）
（教育委員会青少年対策室長）
増井繁一（助言）
（教育委員会青少年専門指導員）

んで︑洋上大学の成果と抱負を語りまし
た︒

食？ともにし︑旧来の友だち

きついスケジュールの中で寝

のつくり方を学んだ点です︒

小粥人との接し方︑仲間

ださい︒︵司会︶

後の抱負皇らめてお聞かせぐ

は何だったのでしよラか︒今

1洋上大学で学ばれたこと

自己啓発と交流の二週間

活動の場の提供を

寝食を共にし仲間づくり学ぶ

▲無錫市体育館でのスポーツ交歓会
ん

すか︑大きな場に出ていって

大賀勤労青少年の集次れ

ともありますから︒

2

ｉ
活動できるぶつに育てたいと
思ってい乖ｙ︒

＼

のよ7なつながａがで＞ｍ＞の
が最大の収穫︒日常牛活から

︽Ｖ︒

・ ノ小｀Ｓ

解き放たれ︑近畿の同世代の
若者の考政方を知るとともに
自分か見つめた二週間でした︒

館でのスポーツ交歓会で中国

青年との友好は深まりました

小粥船上の交歓会は百人

か︒︵司会︶

の青年を招いての晩さん会で

したが︑儀礼的なもので深い

松村スポーツ交歓会は︑

話はできませんでした︒

チームワークよく取り組めて

成功だったと思い季ｙ︒街で

去年交歓試合に出たという人

に﹁がんばってぐださい︒見

に行き康ｙ﹂と声をかけβれ︑

織戸三千八の観衆の中で

シれしかったです︒

のバレーボール試合は緊張し

ました︒でも︑スポーツを通

して交流で冪ととは感激で

す︒

件をぜひ︑市長にも考えてい

市長貴重な体験を地域︑

ただ参たいと思いまゐ︒

地元に返していくことが大事

です︒個人の努力ではむヂか

しいだう？し︑行政としても

組織夕通じて模索する必要が

あり季応︒ふ屡の活動とし

て︑みなさんが近洋会をつく

行政への意見などを期待して

っておβれるし︑意見交換や

国際化時代か福沢︑青年が

います︒

中から自立と連帯の精神を学

国際交流を深め︑団体生活の

ぶこと等︑そういう意味で洋

上大学は交流の場であり︑で

きるだけ多くの青年に行って

もらいたいと思っています︒

今回から実施した費用の補助

制度も維持︑発展させていき

また機会があれば︑みなさ

たいと考凡ていまず︒

んと意見交換したいものです︒

若いみなさんの多方面での活

躍か早窒ヂ︒

103

の

編集文書広報課

（昭和57年9月1日現在）

世帯数49，662世帯（前月比34世帯増）

近畿青年 に参加して
洋上犬学

報告座談会

大賀久美子さん

中国の印象

いくよう日ごろからの心が
けが大切です︒
五︑食事の残りものがでない

案内
同伴は不可︶Ｖ定員・・50人▼
申込み・：はがきに住所︑氏名
年齢︑性別︑職業︑連絡先電
話番号を書いて︑宇治地方振
興局総務課︵宇治若森7の6︶

︵︒宇治地方振興局︶

へ︑10月8日消印有司

ができることになりまず︒

て地かそれだけ長く使うこと

とがで孝泳す︒また︑埋め立

れるものです︒︑

作るために全国的擢聊存わ

行政の基礎資料となる統計を

医療センター▼対象・：学校な

2時〜3時半▼ところ・・・保健

▼と亭：10月1日倒︑午後

風しん予防接種

用・叩などで不用なものか貧一

協議心一は公開が原則で︑住

一さん︵小倉町蓮池

給処弓道場▼競技内容⁝ｅ近

ころ︱：陸上自衛隊関西地区補

109−15︶

︵市民体育課︶

総合運動公園Ｖ参加資格・・・市

1時から▼ところ・・・府立山城

▼とき・・・10月3Ｅ㈲︑午前

ゲートボール大会

高齢者

でお越しぐださい︒

料⁝無料▼運動のできる服装

▼内容⁝ゲートボール▼参加

1時Ｖところ：大久保小学校

Ｖとき⁝9月25日出︑午後

スポーツひろぱ

へ︒︵市民体育課︶
︵企画課︶

民のみなさんは傍聴でき乖ｙ︒

催し
市民総合体育大会
弓道の部

ど刄ｙけ＞＆れなかった中学2

▼とき・：10月11日側▼と

・3年生女子︵今泉函肺か

男す上級・初級︑︵団体Ｉチー

10 12月7日図学習のまとめ

よう料理に工夫しましょう︒

ひとひがごみの量夕減らすこ
10月1日現在で︑就業構造
基本調査奮犬施しまず︒

このぷフにして︑市民一人

9月21日から清掃週間
る費用が節約でき︑その分の
この調査は︑雇用対策など

就業構造基本調査

買い込まないぷ？心がけ￡
経費を他の公共事業に蒙コこ

いに交換したり︑譲ったり

とができれば︑市で処理す
たず︑公園や広場はごみにょ
しょう︒

ごみのない美しい街に

九月二十一日から清掃週間
ごされてぃまず︒

にっれ︑年々ごみの量は増え

市内では︑約
400世帯が統計
的手法や選ばれ︑9月下旬に

ら風しんと診断された人は除

資原の再利用は︑資源の保
護につながりまず︒そこで市
調査員が伺い求心で︑ご協

内在住の60歳以上の人で編成

設し︑児童約千百人を対象

九小学校︒二十八学級で開

市の育成学級は︑現在十

め︑九月より協力金をやむ

の事業を継続発展させるた

費も年々増大し︑ふ礒もこ

す︒しかしどれに要する経

策として設けているもので

育成学級
協力金の改定

に放課後の安全と健全育成

した︒︵社会教育課︶

なぐ改定することになりま

＊︶ｆｉざして進めてい未了︒

この事業は︑昼間不在家

庭児を対象に︑市の独自施

（注）この表において「第2子」及ぴ「第3子
以降」とは、同一世帯に属する児ｉｔか同
時に2人以＞． ｆｒｓ！ｉ；学級に人級している

二︑家具・電気製品︑子芦も

続けてぃ4ｙ︒そこで少しで
しましょう︒
三︑びん類は︑買った店に返
では︑ごみの量と処理する費

ム叉︶︑︵⁝︶遠的︑男子上級・

されたチーム︵男女混成可︶

▼試︷男法・・・予選リーグ及び

これらに小じる世帯

鳩合において、それぞれ当康入級児衰
の2人目及ｔ／3人目以健の者をいう。

⑤4049︶へ︒

︵市民図書室︶

くわＬでは申込み時に︒

幼児10人を保育しまず︒

の講座のみ︑2歳以上の

▼保育⁝︱回目及び2回目

︵

前までに宇治市民図Ｉｔｉ

▼申込み・：各講座日の2日

表

▼旦程・場所とテーマ・：上

お気軽にご参加ぐださい︒

Ｊ手︒

μものＭ連続講座を開催し

宇治市民図書館では︑子

て非常に大切です︒

情操と入間性の育成にとっ

︵商工観光課︶

商工観光課消費牛活係へ︒

を書いて︑10月2日までに

て︑住所︑氏名︑電話番号

を400字詰原稿用紙にＭＡ︸め

理についてのコメントなど

名まえ︑材料と作ひ方︑料

▽応募方法︱・・自慢料理の

ください︒

だぐもので︑お気軽に応募

活展︒＼＾展示発表していた

＊．ｉ≪保護世帯、母子世帝、前乍

私たちの生活が豊かになる

みなさんは︑空かんなどの
もごみを減ら于ため︑この機
心一にもう一度ごみの問題かみ
すのが一番︑返されたびん

く︶︒︵保健衛生課︶

の願いです︒︒

ごみを車の窓からなに気なく
ポイと捨てたりしたことはあ
んなで考ぺ話し合ってみま

力をお願いし未了︒︵企画課︶

初級︵60メートル︶女子︵50
メートル︶参加料・・・幸生200円︑

トーナメント▼参加料ミ無料

▼申込み・問い角石せ⁝9月

わが家の

自慢料理募集

市では︑健康によい料理︑

アイデアを生かした料理︑

おばあちゃん秘伝の料理な

ぺわが家の自慢料理か募

集しまず︒

2，4001 ．200 800

これは︑10月23ｍ 24日︑

25日に開く予定のＪ羽費生

前年度分の市町付民挺のうち勾

子どもの本連続講座

子芦もとすぐれた本との

出会いは︑子μ石の豊かな

0

的︵個人・団体戦併用︶女子︒

りませんか︒投げ捨てられた
用を少しでも抑えるとともに

地域整備計画

は再び利用され未了︒
再資源｀一ほかるため︑古紙回
京都府施設見学会

しょう︒

10 12月11日田学習のまとめ

ごみは︑市や住民のみなさん
四︑過剰包装はｉ！Ｊみ聚増やし
収事業を実施していまで︒こ

社＜！Ｈ人
400円▼申込み・：9月30
日までに︑はがきに圧所︑氏
名︑年齢︑性別︑電話番号︑
段位︑称号︑団体戦はチーム

小倉公民館へ︒

ｉ ａ ≪ ｉ ｏ ． ｏ ｏ ｉ （円）3．200
円以
上の世補

がはじまりまｙ︒美しい自然

着実に進む古紙回収事彙（府営西大久保団地で）

未ｙ︒買い物に袋奮持って

策定協議会

9時〜午後4時半Ｖ見学先・ミ

▼とき・・・10月28日俐︑午前

伏見港公園︑京都府庁︑植

章：9月27日囲︑午後7時30

24日までに市民体育課︒
︵市民体育課︶

員・：30人︵先着順︶▽申込み・：

名︑立順位を書いて︑河野弥

日ごろの練習の成果を発表し

はがきに住所︑氏名︑年齢︑

▽とき⁝10ぼ16日出︑午前

しまず︒

出品され岑園芸植物か寡集

芸植物の展示会か行いま罵

暮βしに潤いをもたらす園

園芸植物展

花と緑を楽しむ

治市公民館へ︒

講座希屏と書くか電話で宇

職業︑電話番号と﹁成人大学

あってみませんか︒
▽とき・：Ｈ月28日閣▽とこ
ろ⁝宇治市公民館3階大心一議
室▽第1回準備会・・・10月9日

館▽申込み・問い＜﹇ｌＣ＼−20

出︑午後1時から宇治市公民

月5日までに宇治市公民館へ︒

〜民衆からみた

成人大学講座

歴史1︵古代︶〜

9時〜午後5時︒17日間︑午

﹁民衆からみた歴史1︵古
代を中心︶﹂についての成人大

⁝9日21日110日︵Ｍ日までに

小倉公民館▽出品作品申込み

前9時Ｉ午後ｔ時▽ところ⁝
▽日程⁝左表▽時間・・・午後

学講座を開き康ｙ︒

7時Ｆ9時▽ところ︱・・宇治市
公民館▽講師・・・宇治市文化財
保護委員・山田良三さん▽定

0

0

度分の市町村尺祝非課Ｍ世帯と

4

円）1．600
（円）1．100

前年度分の市町村民祝の所碍創

600

1．600 800

等割額のみの世帝

3

の事業は︑町内会などの協力
忿入て確かな足と旦丿凭で

分〜9時40分▼ところ⁝木幡

宍地蔵・末幡地域﹀Ｖと

いまず︒今後とも一層ご協力

物園︑太陽が丘Ｖ対象・幽20

ください︒︵清掃課︶

公民館二階学習室︒

す︒

から▽上映作品・︱・幸福の黄色

から︑小倉公民館＝午後7時

ら︑牢治市公民館ａ午後2時

ろ⁝木幡公民館＝午前10時か

7酋＝・10月3日間マとこ

か鑑賞しませんか︒

日曜日のひととき名作映画

鑑賞会

名作映画

おやつ代として500円が必要で

12月4日出 女が働く意味
いハンカチ︵上映時間1時間

9 ｌｌ月30日火

平城京の役民一天平文化をＭえた人々

と清潔な街は︑私たちすべて

○宇治市小倉公民館…小倉町寺内91（ｎｉｇ4687）

歳以上の市内在住者︵子ども

婦人学級
︒婦人の基本的な自立とは

主に勤労婦人を対象に婦人

何か

9

▽ごみを減らすには
一︑すぐにごみになるものを

なるときは︑次のことを習

▽日穆：右表▽時間⁝午後

学級を開孝まず︒

ＣＭ時〜4時▽ところ・：宇治市
公民館・：講師・：愛知女子短期
大学講師・石月静男兄▽定
員・・・30人︵先着順︶▽申込み
・：往復はがきに住所︑氏名︑
年齢︑電話番号と﹁婦人学級

11月27日出婦人労働の現状と問題点2

の努力で清掃されています︒
しかし︑投げ捨てはあとをた

ち︑忘れがちになる火の元

〇使った火やガスコ″ク︑

慣︒つけましょう︒

10月16日出歴史からみた婦人のあゅみ2
希屏と書いて宇治市公民館

．イさん

科学よみものを・よもう
ｆＳ＋こＷｌ

8
人形劇

前年度分の市町村民祝の所得割

古見淑子さん

1時30分〜3時30分
④ 11／801）

すめ方

﹁楽しかった思い奎胴に︑

○宇治市木楷公民館…木幡内畑34の7（豊Ｒ8290）

鯖か10．000円以下の世帯

2

大阪無臭女了短大教授

10−12時
③ 10／26（＊）

児重よ み も の の 迦 ぴ京方ｆとｔす市 中 央 Ｂ 1 書 館 児 童 室 粁 1 雌 役

11月20日出婦人労働の現状と問題点ｌ
48分︶︒

11

11月13日出婦人にとって労働とは

7

1

よみき か せ の 大 匂 Ｊ「さ京と都、！上・ ど も ら 本 の 学 校 」 運 営 委 Ｍ
吹田恭子さん

10〜12時 難釘 予なや り 方
② 10／121・幻

3

協力金の改定表

子どもの本連続講座日程

歴史からみた婦人のあゅみ1
10月9日ｃｔ）

へ▽保育Ｚ・学習中2歳以上の

11月24Ｓ困

6

参加団体募集

8

10月30日出婦人と杜会参加

フェスティバル

装飾壁画は何を語るか
11月16Ｂ（火

2
そＥ拓人︵先着順︶を保育

7

10月2日出 開講式｀学級を進めるにあたって

Ｌ蚤す︒受講申込み時に︑幼

Ｕ月9剛火 騎馬民族の征服はあったか

神武天皇は誰か−建国記念日を考える

へのち︒つとした心くばり︒

″け残して外出しない︒

Ｏ身体の不自由な人や幼児

○宇治市公民館…宇治里尻ｉの9（ａ＠2804）

︵宇治市消防本部︶

11月2日（■Ｗ 古墳をつくらされた人々（埴綸と殉葬）

6

10月23日出婦人をとりまく社会の状況

5

人形劇グループが交流し︑

5

1

児名と性別︑生年月日を書い

10月ｌ2日（火）
原日本人のくらし

婦人学級日程

て申込んｐｖださい︒ただし

2

電気のスイ″チを確かめ

る︒
○屋外に燃えやすいものを
置かない︒
Ｏ家か惑けるま蔭︑隣近
所によくたのんでおく︒

10月5日（火

帰宅すると︑我が家が火事

留守宅からの火事は︑発見

にでもなっていたら⁝⁝﹂

行楽シーズン
火事にご用心

秋の行楽シーズンの到来

がおそぐ︑大火災になりま

です︒ご家族多ろっての旅
行や運動会な戸外出するこ

日ごみから︑お出かけに

す︒

開講式講座を進めるにあｔ：って

1

4

区分

絵本の え ら び 方 と す人す阪め市た立 中 央 図 書 館 司 書
い絵本
限巳義幸さん

10〜12時
① 10／ｌ吻

公民館のおしらせ

協力金算定表（月額）
第1子 第2子 第3子以降
定義

講師

テー＝

場所

時間

万⑤

しかし︑楽しさが先に立

10月19日（■≪稲作のはじまり（日本文化のｉｌＳｉｉＪｉＯ

3

Ｕ程

川

10月26日（火）
魏志に書かれた日本一稚馬台国はどこか

4

内容
日程

火災予防
とが多くなり未了︒

成人大学講座日程

内容
日程―
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