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青少年に自立と希望を
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版画サークルが﹁宇治百景﹂
に取り組みはじめて一年半︒
県祭や宇治神社の薪能︑花火
大会などの年中行事や︑平等
院︑三室戸寺︑万福寺などの
有名社寺︑これから変容する

るとい之鐙さで置き去りに

宇治に暮ゝヒ︑いつでも行け

写真やスヶ″チに納めます︒

クル員が連れ立って訪ずれ︑

荒田先生が府総合教育センタ

ただく大久保小教諭であった

す︒しかし最近は︑指導をい

版木を彫ったり︑刷り上げま

時まで宇治市公民館に集まり︑

第三木曜日の午後七時から九

無数に育つ

自主サークル

秋の市民文化

国鉄木幡駅や新田駅など五十

点今資か仕上り︑今は宇治

この﹁宇治百景﹂制作は三

十帖に取りかかられてい未1︒

年がかりの計画で︑完成後は
短い文章を加えて﹁宇治の風
土記﹂にまとめてみたいとい

趣味をとおして︑共通の話

ができる友と︑共同の大作を

していた風景などのよさを実
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られ
れて
て多
多忙
忙︒私たちは文化を芸術と結びヽヽ

でしよシか︒文化とは︑決し

て日常生活から遊離したもの

ではなく︑人間が造臼上げて

うべきもの︒こやした考えに

きた生活の仕方そのものと言

立って︑あなたも気軽に︑生

活をより豊かにする創造的な

いま宇治市の中で︑市民に

活動をやってみませんか︒

よる文化活動は︑各地域の婦

人団体や︑小・中学校の育友

会や公民館の各講座から生ま

れた無数の自主的サークルに

よって担われ︑育てら元てい・

市では︑これらの活動を支

ます︒

えるため︑指導者の育成や市

民文化団体の育成︑そして活

動発表の場や芸術鑑賞の場と

して︑昭和五十九年八月に完

成予定の市民文化センターの

建設などに力を入れていこう

の

生活の中に文化活動を

﹁宇治百景﹂を
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まらない﹂と創り出す喜びを生活

版画サフクル
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訪ね︑その歴史やいわれを学び版画に表現するという丹念な作業を通じて

の中に位置づけられているサークル員です︒文化とは特別なものではなく︑こうした日常

これには︑先に二年半かけ

う大きな試み︒

て完成した平等院の鳳凰堂内
に飾られている雲中供養菩薩
像︵五十二体︶の版画絵はが
きを生み出した経験と満足感
が支えとなっているのでしよ
会社員︑平均年齢四十歳すぎ

感したり︑めったに見島な

であったり︑会員の参加が四︑つけて星活の余暇に楽しむ

仕上げる喜びがサークル活動

い秘像と出会えたり︑ふるさ

のみなさんです︒月二回第一︑

員

を支えているぷつです︒

と宇治奎見直す機会になって

難ぼ

五人のときもあるといいます︒高尚な趣汗と決めていない
喜びは︑友と
の共同制作

はサークルですと宣言して出
ます﹂と代表の神山さん︒
則糾一
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いるぶつです︒

百景の取材は︑休日にサー

会

としています︒

庭園

と

万福寺

園

こ

黄檗山

院庭

文化祭実行委員会

文化祭実行委員会

版画サークルができて五年︑
現在の会員は九人で︑主婦と

ｒ一

1

平等

平等院

拝観券

券

と

檗山万福寺無料

7日

無料拝観

黄

平等院庭園
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の中での創造する努力や工夫ではないでしょうか︒

例会は友と版木を刻む充実したひととき︵宇治市公民館で︶

宇治百景砲彫る
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第30回秋の市民
文化祭
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11月は全国青少年
健全育成強調月間

発行宇治市

1／し1
市民の愛の活動で

の窓
宇治市史

定期検査
はかりの

こシして宇治茶業界と江

京都府計量検定所では︑業

立派に果たしたのであった︒

青茶を作らせたと言い︑小
戸幕府は深く結ばれ︑折か

務に使用するばかりの定期検

を採択し︑色彩心ざやかな

幻と言えば礒茶︵抹茶︶のこすべて宇治茶師と笥かの〜設立のころは︑二代将庫秀
堀遠州が古来の製法の礒茶
らの柳営茶道の全国諸藩へ

ていなかったから︑宇治茶したがって近世の諸侯は︑・泳んでいたぷ7だが︑幕府

四・とであった︒周知のように取引関係をもたねばならな上劣茶の師であった古日敵
の普及もあって︑宇治茶は

ひろばデー

スポーツ

11月3日田︑スポーツひ
ろばデーとして︑市内各地

▼木幡中学校⁝卓球︑午

域でスポーツひろばを開き

Ｊ竪戸の茶銘か付けたと

業務用はかりは︑検査か受

ます︒

︵歴史資料室︶

査か行い未了︒

いく︒

一層の発展・飛躍をとげて

にＪ訟ｒ新製法の青茶に

千利休などによって大成き磁年日本全国のいずれの地・その後は小堀遠江守政一が
︒ れていたが︑家康が開いた・方にも︑城や陣屋があって・その任にあったという︒ノ
その御茶吟味役のつとめを

バレーボール︑午後1時半

半〜3時半▼依昌小学佼・・・

〜3時半︒吊民体育課︶

府民体力づくり

︵トリム︶大会

Ｖとき⁝Ｈ月7日間︑午

一前9時から午後3時ｙとこ

すのでご注意ください︒詳し

によって検査の方法が違いま

気式はかりについては︑機種

持参ください︒なお今回︑電

コート⁝テニス︑午後1時

1時半〜3時半▼黄柴公園

学校⁝ソフトボール︑午後

1時半〜3時半▼南宇治中

10時〜正午ｖ神明小学校・：
バドミントン・卓球︑午後

♂︑団体＝家族グループ四

個人︵中学生以上︶＝七〜八

ロードレース大会

第2回宇治

ｖとき・・・Ｈ月28日面︑午

前8時受付▼受付場所：太

陽が丘第2競技場▼コース

クラスと距離：半〜上股

・・・太陽が丘周辺コトス▼

男子︑五Ｉ三般男子︑高校

生男子︑中学生男子︑一言

中学生女子︑一ｊ＝小学生

上般女子︑高校生女子︑

男子・女子▼参加費⁝小・

中学生三百円︑高校生五百

入して︑宇治市体育協会︵

出場クラス︑電話番号寺記

はがきに住所︑氏名︑年齢︑

円︑一般七百円▼申込み・・・

上ハベー般グループ︵中

五ヶ庄三番割官有地︶へ︑

︿検査日程﹀

ニアグループ︵小学生だけ︶

学生以占五⊥ハ♂︑ジュ

▼参加資格⁝60歳以上の

レクリエーション

指導者養成講習会

▼とき：11月20日出︑21

︵フォークダンス︑レクリ

ニス︑輪なげ◇ダンス大会

◇インディアカ︑フリーテ

︿レクリエーションの部﹀

不可︶

ーム︵当日の参加申込みは

学校・職場・サークルなど

含む︶▼定員︑対象・・30人︑

二百円︵テキスト︑材料代

市民会館ほか▼参加費⁝千

は午前10時から▼ところ・・・

ら︑出は午後2時から︑㈲

間︑㈹・宙は午後7時か

1月18日㈹︑21日宙の13日

24日倒の毎週火・金︑58年

日間︑員曼日廊から12月

エーションダンス︑スポー

でレクリエーションの指導

またはこれからしようとす

者として活動している人︑

ツダンス︶◇伝承あそび︵竹

吊民体育課︶

る人▼申込み：11月15日ま

吊民体育課︶

でに市民体育課へ︒

体育施設開放

城南高校

▼とき＝11月28日㈲︑12

月12日面︑いずれも午前9

時〜正午と午後1時〜4時

▼開放施設・：屋外運動場︑

バレーマート▼利用方法⁝

城南高校内の学校開放運営

▼問い合わヤ・・府立城南高

委員会に登録してある団体

団体競技▼参加資格⁝宇治

吊民体育課︶

校︵豊⑥−6165︶へ︒

︵学校教育課︶

市立小学校在校の6年生︒

投︑四百μリレー︑その他

走︑走幅跳︑ソフトボール

競技種目：一百肩走︑八百μ

ろ＝太陽が丘︵陸上競技場︶

前10時から午後3時▼とこ

▼とき：11月14日⑧︑午

陸上運動交歓会を開きます︒

力の向上を目的に︑第1回

児童の体力︑基礎的運動能

学校体育の発展と小学校

陸上運動交歓会

宇治市小学校

第1回

馬つくりなど︶

人︱人以内で編成されたチ

11一月15日まで必着のこと︒
吊民体育課︶

一11月8日叩：東宇治中学校

個人ともポイントＯＬ▼持

センター
・：＝！月10日中：小倉小学校

勁斜影訂
・⁚11月15日囲︑16日㈹⁝宇治
市役所△
時間はいずれも午煎⁝⁝一時か
ら午後3時まで︒
゛︵商工観光課︶

え合つてみませんか︒
▽日程と講師・：左表▽時間
午前10時〜正午▽ところ：小
倉公民館▽対象⁝若いミセス
▽定員・・・30人︵先着順︶▽申
込み・：電話で小倉公民館へ▽
保育・＝2歳以上の子μＥ︶を保

﹂
一
一．ｉ等︒コンパスは用意します︒

一11月11日團：大久保小学校

三〜四Ｊ▼競技形式⁝団体︑

一Ｈ月9日㈹・：宇治ショ″プ

▼クラスとコース距離・・・

くは商工観光課へ︒

検査には︑霧質と印鑑をご

参加費・：いず

▲合成着色料の検出実験

−リング大会

一小学校体育館

定員・・・25人︵先着順︶▽材料

前10時〜正午ｖ尾道第二小

・・当日︑直接会場へお越しく

費⁝千二百円▽申込み・・・往復

学校＝・ソフトボール︑午前

ださい▽保育・：2歳以上の子

はがきに﹁年賀状づく臼教室﹂

必で堅荼受けてください︒

μも15人を保育しまず︒希望

希望と明記し︑住所︑氏名︑

けないと使用できませんので

・ れた︒柳営茶道と呼ぶもの︒・れていったのである︒は幕府創設期であり︑

宇治茶栗の展開

の人は︑往復はがきに﹁児童文

年齢︵児童は学年︶︑電話番号

る天下の支配が始まったと
き︑全国の人々は新しい時
代の訪れを︑はっきりと知
った︒俗に磁川三百尹

遠州の時期は徳川政権が確

学講演会保育希望﹂と明記し︑

を書いてＨ月13日までに宇治

汗ながそう

という近世封建社会の誕生

時代は変っても︑すでにがそれで︑ここ
がに
そ武
れ家
で風
︑の
こ﹂
こ前
に回
武ま
家で
風に
の説
﹂かれたぶつ・
固とした基晋筝示ため︑世

茄でてか謡驚ヂる方法︶・︒

製法︵茶の生葉か蒸さずに

住所︑氏名︑電話番号︑幼児

☆

市公民館です︒
上田恵子さん︵木幡北畠42−
7≫⑩10654︶へ︒11月

育します︒ 受講申込みのとき

代として一人三百五十円か必

にお申込みください︒おやつ

若いミセスの教室
社会状況の変化に伴い女性

要です︒

のライフサイクル梨ハきぐ変
化してきています︒そこで︑
よひ豊かな女性の牟百方を考

スポーツで

である︒

日本一のものとなっていた茶の湯が諸国の武士のなか に︑武家社会の頂点に位置

検分や茶師の指導に当たら

しぐ考案された﹃湯びき﹄

古田織部が︑そのこる耕

まっていく時代である︒︒

業界と幕府の取引形態が定

度が発足するなど︑宇治茶

に知られる御蚕｀道中の制
111
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＼宇治を天領とし︑茶師上林

宇治茶の価値は︑すこレ七にひろまっていく︒する江戸幕府は︑茶どころ
変ら
かか
った
と︒
言う
りう
すな
わり
ち︑
世わ
の上
武近世の上層武
変
らなな
っ︒た
とよ言
よ
す近な
ち層︑
も︑宇治茶の価値は︑新し士は︑茶を好むと好まざる上家の代官か追認したがヽ一
い時代の到来によって一層に関わりなく︑すべてが抹一・方では茶の需要者としての

か選抜して︑礁茶の良否の

せた︒これを御茶吟味役と
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高まったと言うほヶが正し茶を喫する作法＝柳営茶道一立場から︑茶に通じた大名

て︑宇治茶盈字2余の湯を一

活展

！も
Ｉ1
しれｔ
ｏ︒
9
いχか
知
なｘい

市消

行うことになったのであるＪ

費生

当時はまだ︑現在のよｙつ

5千人が訪れる暮らしを見直した3日間

十月二十三日から二十五
日の三日間︑レインボープ
ラザ西友ストアト宇治店で

8日まで必着のこと︵多数の
場合は抽せん︶︑おやつ代と
して五十円か必要です︒
☆
年賀状づくり教室

由利洋子さん

第三回宇治市消費生活展が・

講習会

児童文学

年賀状を版画︵シルクスク

〜シルクスクリーン〜
そして大人のロマンです︒絵

リーン︶でっくりましょう︒

美しい絵本は子ど い︶の夢︑

本の歴史か萩のひととき︑ご

▽日程：ｎ月18日㈹＝オリ

大阪成渓女子短川大学服部範子さん

開催︒私たちの暮らしに関
係する催しだけに約五千人

会場では︑消費生活モニ

の市民がおとずれました︒

ターが身近なテーマをグル
ープ研究に取び上げ発表︒
また︑各消費者団体は日ご
ろ取り組んでいる研究の成

一諸にひもといてみませんか︒

エンテーションと下絵づくり︑
11月25日團よ
困＝刷り▽時間・：午後7時〜

枚方市委嘱婦人学級

婦人の学習
5 12／6肉

果をパネル展示︒食品添加

ークルの共催で児童文学講演

宇治市公民館と児童文学サ

会を開者示ｙ︒

物の合成着色料の検出実験︑
手づくり食品の紹介や消費

9時マところ⁝宇治市公民館

・：3日間とも参加できる市民

マとき⁝11月13日出︑午前

︵小学校5年生以上で︑小・

▽指導・・・版画サークル▽対象
10時〜正午▽ところ・：宇治市
公民館▽テーマ・：絵本の夜明

中学生は保護者同伴に限る︶

3

11／22 私のライフサイ刀レ
について
卯

○宇治市木幡公民館…木幡内畑34
の7（Ｓ＠8290）
○宇治市小倉公民館…小倉町寺内〕
＋91（豊図4687）‥‥‥‥‥‥‥
け▽講師⁝梅花女子大学助教

12／21

名︑性別︑生年月日を書いて︑

勝に終って︑徳川家康によ武家の礼法の一つに取り人こごころには︑例外なく運ばであるが︑古田織聚

関ヶ原の合戦が東軍の圧江戸幕府は︑その茶の湯を殿様鴛呼ばれる武士が居る・いずれも有名な不

伝えら元るぶつに︑彼らは

ぽその抹茶を用いる茶の湯はかった︒づま雅宇治茶は︑上部正重然がこれに当たふ︑︷

御茶吟味役であったレ犬
古田織部の書状（上林記念館蔵）
11／16 高齢化社会の意味
するもの
肉

京都府高齢者福祉
課吉田三枝子課長

2

○宇治市公民館…宇治里尻71の9
（Ｓ＠2804）

授・石沢小枝子さん▽申込み

開講式ライフサイクルの
宇治市小倉公民館大西義親館長

1 11／8叩
変化と女性の生き方

公民館のおしらせ
生活相談な芦盛りだぐさん
の内容でした︒
受身の立場から自主的に
考え︑選択する消費者とな
るために役立ったのではな
いでしょシか︒

小倉公民館職員
学習のまとめ
（■≫

7

未定
12／14
女の老後を考える
（・幻

6

大阪成蹊女子短期
大学
11／29 生活時間の実態から
服部範子さん
家庭生ｉＳ，を考える
バ川

4

若いミセスの教室
テーマ
予定講師
月日

な玉露や煎茶は作り出され

宇治

11月1日発行（2）
1982年（昭和57年）
り

よ
宇1台市工攻だ
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中に心とした実技サＬ

絵画︑版画等の創作活動を

を二つに分類すると︑手芸︑

ルは約六十あり康司それ

動の拠点としているサーク

市内の三つの公民館を活

創作や学習に

60サークルが

介します︒

での文化活動についてご紹

今回は︑公民館活動の中

公民館では

ありますが︑それと同時に︑

年自身の役割と責任の問題も

﹁中学生の主張﹂

宇治市青少年健全育成協議

民館を拠点としたサークル

動に呼びこんだりして︑公

もたちに夢を

また︑子ど

︵﹁雲中供養仏

二十一回瓜迎えます︒昨缶△

民音楽会を開き︑今年で第

宇治市公民館では︑毎年市

れてい毒司

物展﹂﹁菊花展﹂などが行わ

花とみどりか薬しむ園芸植

ークルと共催した﹁第一回

また小倉公民館では︑サ

訴る゜しの

贈与税など節税の知識や︑国

所の東方約二百封︶に移転し

で開町四四−ニ︵現在の派出

築のため︑来年二月十日頃ま

来場はご遠慮ください︒

車場がありませんから車での

︵保健衛生課︶

ご相談にらじます︒お気軽に

税︑地方税の悩みごとなどの

11月の献血

業務を行つています︒移転先

▼Ｈ月10日中：粟村金属工

ンサンブル︑宇治市民吹奏楽

宇治保健所︶

︵社会教育課︶

・・・久御山町中央公民館展示室︒

午前9時〜午後3時▼ところ

9時半〜午後7時と︑4日附

▼とき＝・Ｈ月3日固︑午前

作品が展示され毒司

南山城を中に心とした二十点の

する美術作品﹁京の百景﹂中︑

として開かれます︒府が所蔵

が︑京都府広域文化祭の一環

﹁京の百景展﹂南山城の部

京の百景展

宇治保健所＝午前一11時

旦椋公会堂⁚ｌ午前11時

40分︑小倉公民館＝午前10時

ろ・：木幡公民分館＝午前10時

ｙとき・：11月9．日㈹▼とこ

犬・ねこの引取り

︵保健衛生課︶

時〜正午と午後1時〜3時半︒

保団地第3集会所で︑午前10

▼11一月22日回：府営西大久

業で︑午前10時〜正午︒

派出所の電話番号は︑宇治驚

クチンの服用を行います︒ポ

十一月五日からポリオ生ワ

5日から服用

ポリオ生ワクチン

てい毒丁︒︵宇治警察署︶

直通︵豊＠2991︶となっ

察署︵ａ⑩1111︶経由か

お越しください︒
▼ときＡ11月11一日俐︑午前

10時〜午後4時▼ところ・：宇
治商工会議所2階会議室︒
なお︑︒税理土会宇治支部で
も︑無料相談を開きます︒お
気軽にご利用ください︒
▼とき・ところ⁝11月11日

倉町︶︑16日㈹＝イズミヤ大久

リオ︵小児マヒ︶から子ども

俐＝西友ストアー宇治唐示

保店で︑いずれも午前10時か

を守るため︑ポリオ生ワクチ

音楽祭

第3回宇治橋通り

め切ります︒︵社会教育課︶

まで︒定員になりしだい︑し

ださい︒なお︑各会場とも駐

保健予防年間日程表をご覧く

日時︑会場︑対象などは︑

ンを飲ませましょう︒

ら午後4時︒吊民税課︶

伊勢田警察官派出所
が一時移転

伊勢田警察官派出所は︑改

気軽に出品してください︒
▼とき＝・12月2日附〜5日
㈲▼ところ・・・宇治市公民館▼
内容⁝日本画︑洋画︑版画▼
大きさ⁝8号〜70号▼形式・：

宇治橋通り歩行者天国で︑
生の音楽祭薬しみませんか︒
▼とき⁝11月7日州︑午後

搬入＝・12月1日附︑午後1時

団他︑特別ゲストに立命館大

宇治小学校

大先輩を招く会

宇治小学校では︷創立百十

周年か迎え︑﹁宇治小学校大

▼ときＡ11月Ｈ日俐︑午

先輩を招く会﹂を開き毒了︒

前9時半〜午後1時半▼対

象・・・焉ｆ治地区に在住される

60歳以上の宇治小学校出身者

電話番号︑卒業年次︑雨天時

がき︵住所︑氏名︑年齢︑

上杉理恵ちゃん

宇治半白

市教育委員会では︑十

一月五日から就学時健康

来年四月から小学校へ

診断を行います︒

入学するのは︑昭和五十

一年四月二日から五十二

年四月一日までに生まれ

た児童です︒対象となる

子どもの保護者のみなさ

んには十一月初めに個人

迦知し毒了ので︑必ず受

なお︑期日までに通知

診してください︒

が届かない場合は︒教育

委員会学校教育課まで︑

︵学校教育課︶

ご連絡ください︒

︵11月分︶

地区

4・0６・0︱ｌＯ〜︱・0

開公民分館前

そよかぜ号巡回日程

移動図書館

日

遊田

4・05・0︱ぃＯーー・2

伊勢田神社

駐車場所

9日脚

開

4・06・01をＯーー・0

遊田三角公園

10日ｇ

伊勢田

大久保小学校

二丁目公園前

ｏ・01・01ｉｏーー・2

城南荘児童公園

竹久商店横広場

福角公園前

奥広野入口

0・ＯＩ・0︱・ＯＳＩ・0

4・04・019Ｏ〜1・5

3・04・01ｅ3〜1・0

5・ＯＳ6・01・11・1

4・05・01ｌＯＳＩ・4

Ｈ日俐

広野

12日1 南陵町

16日叫 奥広野
神明

福角

4・04・01ｌｏーー・5

南山ロータリー

明
星
集会所前
14⁚30ー15⁚
3
0

六地蔵公会堂前

万福寺駐車場

南山

5・06・01・ＩＳＩ・0

御蔵山小学校

黄巣

3・04・0Ｉ｜3〜1・2

4・05・01・3〜︱・5

岡崖小学校

梅垣タバコ店前

13こＪＩ14一1
明0
扁 保育園上ル

4・06・0114ＳＩ・2

3・04・0113〜1・2

御蔵山

六地蔵

明星町

18日ｇ 志津川

19日㈲

24日1

広岡谷

東南山

14⁚50〜16一
木1
幡0
公民館前

3日㈲︑23日固︑30日出です︒

︿市民図書室の休室日﹀11一月は︑毎週月曜日と

岡屋
26日1
木幡

25日俐

時間

この欄に掲載するお子さん（56
年11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。

選ばれた検察査査員は︑老

﹃税金なんでも相談﹄を開き
ます︒
土地︑建物の売買︑相続税︑

催し
市民絵画展

アンデパンダンで︑批評会を

出品料：半円▼資格・＝市民ま

実施▼点数・＝︱人2点以内▼

たは市内に通勤︑通学してい

第10回宇治市民絵画展実行
委員会では︑市民絵画展を開

通り二丁目の京都銀行宇治支

1時〜3時▼ところ＝・宇治橋
る人▼出品受付Å⁚⁚一月1日川

店前特設野外ステージ▼出演

から6時までに会場へ▼搬入

学交響楽団セレクション︒雨

・：宇治ギター・マンドリンア

・＝12月5日州︑午後4時から

天の場合は中止︒
︵社会教育課︶
エスペラント
初等講習会

エスペーラント語の講習会を
開きます︒
▼とき＝11月9日出から毎

義務教育を終了し養護学校へ市公民館二階和室▼受講料こ・

の参加の有無を記入︶か電話

込書にご記入いただくか︑は

通学中でない人Ｖ定員・＝30人月額四百円とテキスト代六百

・：町内会等を通じて回覧の甲

▼参加費・：三百円程度▼内容円▼申込み⁝宇治エスペラン

で︑宇治小学校︵五ヶ庄三番

民館▼対象Ｅ市内在住または時半の希望の時間帯で︑いず

⁝生の音楽を聞いて︑楽しい卜会の中村日出男さん︵｀一⑩

︵総務課︶

割27︑震7032番︶へ︒
み⁝市教育委員会社会教育課も受付けます︒︵社会教育課︶

ひとときを過ごします▼申込2047︶まで︒ 当日会場で

市内に勤務する心身障害者で︑れも6ヵ月間Ｖところ＝・宇治

1時〜3時▼ところ＝太幡公3時半︑午後6時半〜午後8歓迎行事︑給食など▼申込み

▼とき・・11月14日㈲︑ 午後週火曜日の午後1時半〜午後▼内亨・学校案内︑授業参観︑

音楽会を開きます︒

まぶき学級﹂では︑やまぶき

障と仲問つくりをめざす﹁や

心身障害者の学ぶ機会の保

音楽会

やまぶき学級

6時までに︒︵社会教育課︶

員会へ申し込んでください▼

から19日切までに︑市教育委

きます︒あなたの作品を︑お

活動に発展していくことが

いに結父﹃て大きな文化

宇治市の文化のレベルを押
し上げていくことになると
思い康司
あなたも︑是非ご参加く
ださい︒

理恵ちゃんは4散歩が大好きな
女の子です。いつもお姉ちゃんと
仲よく遊んでいます。

齢者や学生など法律で認めら

れたときは︑検察審査会の役

審査するのが主な仕事です︒
しかし︑審査員は法律の専門
知識など必要ではなく︑一般
の健全な常識を備えていれば
十分果たすことができます︒
▼検察審査員の選び方
宇治市選挙管理委員会では

的に学習を積

与える人形劇

基にくじで選び毒了︒

み重ねていま

活動の輪を大きぐしていこ︒

フェスティバ

十一月十一日に選挙人名簿を

す︒・学習の成

うというものです︒

に豊かに育つ活動を︑みんな

果の一端とし

展﹂﹁宇治の道

ルや︑企画展

では公民館まつり﹂と言

標展﹂﹁宇治の

小倉公民館︑木幡公民館

い︑宇治市公民館では﹁サ

て︑﹁平等院
雲中供養仏五十二体版画﹂︑

ークル活動発表会﹂として︑

印象展﹂︶など

﹁源氏物Ｅ學治十帖﹂︑各種

年々内容も充実︒参加者も

スライド映画﹁宇治の道標﹂︑

の学習記録誌や研究誌の刊

が開かれてい

の音楽会には︑延べ九百人

ます︒

公民館まっりは︑公民館

の出演者と延べ千八百人の

その他の文化活動として︑

増えてきています︒

三公民館を拠点に

行などがあります︒
年々充実する

に集う市民のおまっりです︒

公民館まつり

日頃の学習の成果か互いに

鑑賞者があり︑年々大規模

公民館での日常的・継続
紹介しあって交流を深めた

的な小さな文化活動が︑互

就学時の健康診断
11月5日から

れた場合以外は辞退できない
ことになっています︒

加をお願いしま1︒
割をご理解いただき︑進んで

あなたが検察審査員に選ば

▽街頭啓発・：11月7日㈲︑午

週間﹂がはじまります︒税務

今月十一日から﹁税を知る

税金なんでも相談

︵選挙管理委員会︶

ぶつご協力ください︒

務めを果たしていただきます

後1時半〜4時︑南宇治中

張﹂大会＝11月13日出︑午

▽第1回宇治市﹁中学生の主

後1時〜3時︑市内各所で

青少年に自立と希望を
現代の大入社会や︑家庭の帝
り方にも問題があることが強︑

会や教育委員会では︑この期

大会など開催

会的行為など王に目に見える

従来の青少年問題が︑反社

調されてい毒司

非行であったのに対し最近の
学校体育館で︒

第﹁回﹁中学生の主張﹂大会
大会：12月5日間︑午後1
署と府と市では︑税について

マ宇治市青少年健全育成推進

会的行為酋閉・神経症・う
をはい応︑﹁健全育戌推進大
時〜4時︑木幡公民館で︒

間中に関係団体の協力か得て︑

つ・登校拒否・家庭内暴力・
会﹂などの行事に取り組みま

件事りをを
＊ａ−＾才

つたことのよしあしを慎重に

がな＝が事仕・あ

になってきました︒

の疑問や質問にこたえふっと

自殺等︶の目に見えない非行
︵青少年対策室︶

す︒・みなさんの積極的なご参

傾向は︑内に向け卵れた非社

なかか‥

が︑急速に増加しているのが

案内
ごぞんじですか
検察審査会
Ｖ検察審査会とは

察ど制官ん度

り︑新しい人をサＬ

翼

馴

特徴です︒
青少年が大人社会臨呑も
のは︑滅等や私たちのこと
を︑本当に知ってほし吋︑
すなわち︑大人の豊かな愛情
と積極的な理解ある態度では
ないでしよシか︒︒
次代を担う青少年の健全な
成長発達は︑すべての市民の

。。▼ＣＯ

の協力で推進しましょう︒

今日の青少年問題は︑青少して地域で青少年が心身ともに︑検察官が犯人を裁判にか

育成強調月間です︒あります︒家庭で学校で︑そなど︑犯罪の被害にあったの

十一月は︑全国青少年健全願いであり︑社会的課題でも﹁交通事故︑詐欺︑おどし

全国青少年健全育成強調月間はじまる

一方は婦人問題︑公害問題︑
老後問題︑幼児教育︑文学
等の学習サークルです︒
これらのサークルは︑そ

動

昨年11月）
回人形劇フェスティバル
第2

大人の豊かな愛情で
れぞれの趣旨に添って日常

ー

！

−

自

ー

ー

ー

ー

自

1

ａ
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相談カレンダー

相談ごあんない

11月分
社会福祉協議会の相談（●印）

交通事故巡回相談所

もえないゴミ収集日

市役所清掃課ＴＥＬ223141番

し尿収集日

城南・衛生管理組合
八幡市八幡沢ＴＥＬ075−631−517

程表
木幡（熊小路）五ケ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西河
ら︶

すみよい環境をつくりましょう︵宇治市民憲章か

程表

原、壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、西11／117浦、新開、平野、折坂、福角、−・二・三番
割．国鉄以西の芝ノ東）菟道（平町）
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、戸
ノ内、京大宿舎） 菟道（平町を除く全域）218
明星町（全域）

志津川（全域）

宇治（山本、乙方、東内、又振．山田）
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、
319池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）白川（全域）
折居台（全域）
小倉町（奥畑）南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
422神明（全域）一宇治（蛇塚、大谷、野神一部）
琵琶台（全域）広．野町（小根尾一部）

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
122．／Ｋ梅尾大開一都忠山一部官東宮西寫北

野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権見町）、琵琶、若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以耶、224壱番一茄ぐ牢治橋ｉＭ
開町（国道筋を除く全域）
523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）42Ｓ下屠恙港壱番妙楽牢文字里尻（国鉄以南）塔川
52ｆｉ茜奎乙方吏内又振山田紅斎白川金井戸、山本、荒概、田中、大垣内、妙見、志津川
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、国道筋を除
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、627加山谷下妁ｒ国齢以吏）出口（
、く西裏・茶屋裏）824大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、
17田原、井ノ尻、日椋、平盛、南ノロ
久保）西大久保府営住宅（21〜32棟）
北ノ山、山ノ内、上ノ山、 大竹、余屋畏、久保、南ノロー部．西畏、寺山（国鉄以西）．18告
ｉば葱安固ｍｍ）
安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中
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、19石塚（，ｉ｀、茎去通り以丙）
9．0東専一里山桐牛谷開町石塚（心華寺通り以東）、宮北一部・、

ノ荒、ウトロ、南山）925開町（国道筋）

広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏．派出所前から近鉄踏切までの府道筋）
収集もれの場合、連絡を
大久保町（田原、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー郎）
宇治（半白）
1026小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）羽拍子町（国道筋）
．伊勢田町（北山、大谷、若林、井尻、中山、毛語）

収集もれの時は必ずマンホール
（収集ロ）力泌確認の上、翌日（日
曜・祝日は次の日）中に城南衛生
管理組合へ連絡してくださ・い。た・

小倉町（南浦．山際、京銀前から南京信前までの市道筋以南の西浦）

だし、物が置いてあったり、収集ロ

1127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、京銀前から南只信削
1229までの市道筋以北の西浦）伊勢田町（南遊田）
棋島町（全域）

まで行けない場合「し尿収集のお
知らせ」を入れますので、これが
入った時は次回収集日まで収集で
きませんのでご了承ください。

1330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）
木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田・、御園、陣ノ

し尿収集の届出を

家族や同居人に増減があったり

1512／1内、赤塚、花揃、金草原、北畠．桧尾、北山畑、国鉄以東のＴＦ串・東中）・
転出、転居、浄化椿没置等でし尿収
集関係に異動があったときは、市
六地蔵（全域）木幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
役所清掃課へ届出てください。

1612／2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）

（城南衛生管理組合）

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（国道以西）、122神楽田（山巾含む）
224戸ノ内矢落（国鉄以北）、若森（国鉄ＰＪ．ｉヒ）、里尻（国鉄以北）、小桜
425東目川西目川南落合（0〜3の通りまで）
526南落合ぐ4の通り以降〜13の通りまで）
627南浦（100〜11084〜9830〜33）大原団地、山際一部
829南浦西浦一部、神楽田−部（近鉄以西）
Ｏ山際ヽ半白ヽ薗場（大川原線以北）ヽ大幡ヽ北内ヽ門口ヽ幡貫ヽ93ｍ石橋ぐ大川原線以東）
1012／1老ノ太久保西山（国道以東）渾池

東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、1112／2十―ぐ大川厦跡以吏国道
12ｌＪｉ／Ｓ去内丙浦
13南坦油に
15南坦湘ｒ大和田巾 ）ｍ油
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ宛、升尻、16中ノ田烹太浮面安田町令域

中山（近鉄以東）、大谷．西畑、中畑、春日森、−ノ坪、局限』、17大町大川原；巾川原ぐ大川原
ＩＲ巾【」｜ぐ折詮以丙丿浜語若林
19羽拍子町
20蛇塚、弐番（府道以北）池森、米阪
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