市政モニターのアンケート結果
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②いくらか関心がある‥‑･･
128人

40人

昨年度︑一年間に発生した市内の火災は五十三件︑損害見積額も五千七
百四十万円に達しています︒市では︑現在実施している交通災害共済制度
と同様に︑不幸にして火災にあった時に︑緊急のつなぎ資金として被災者
の救済を図る︑火災共済制度の創設をめざして︑調査・研究を進めてきま
した︒このほど︑火災共済制度についての市政モニターアンヶ−ト調査を
まとめたところ︑大多数の方が︑火災共済制度を実施の方向で検討すべき

災害は不意にやってくる（家族ぐるみで防火

②近い将来に実施すべき…

に取り組みましょう）

つぎに︑住んでいる家屋の

ってい未丁︒

状況は︑﹁持家﹂と答えられ

ていない﹂八・二％の順にな

市が市政モニターを対象にア

近い将来に実施すればよい⁝

すべきである・六四・三％︑

火災共済制度を早急に実施

であると考えられていることがわかりました︒市では︑これらの結果を参
考に︑実施に向けて取り組んでいくこ｀とにしています︒

①早急に実施すぺさ･･■no人

二九・八％ＩＩこのほど宇治

ン午・︲ト調査をしたところ︑

に︑﹁火災共済制度に関する

うち︑木造家屋は百二土ハ人

回答した人︵百四十五人︶の

ト﹂二・三％で︑﹁持家﹂と

51人

③実施する必屡はない‥･2人

④わからない…………８人

加入の意思(グラフ④)

①ぜひ加入したい……88人

宇治こころの電話
﹁借家﹂七・〇％︑﹁アパー

た人は八四・八％と最も多く

市民意識﹂をテーマに︑二百

で︑非木造は十九人でした︒

今回の調査は︑ことＬ七月

こんな結果が得られました︒

したもので︑百七十一人から

高い関心

火災について

人の市政モニターにおたずね

まず最初の質問は︑現在市

回答が寄せられました︒

が実施している交通災害共済

火災への関心度は︑﹁非常

への加入状況ですが︑﹁加入
している﹂が六万四％︑﹁だ

に関心がある﹂が七四・八％
と最も多く︑﹁いくらか関心

②できれば加入したい……

③力口入の意思はない…５人
69人

④わからない………７人

④全く関心がない……Ｏ人

(D5.9％

制度の周知度(グラフ②)

(D群しく知っていた…10人

②いくらか知っていた……

③ほとんど知らなかった…
59人

④全く知らなかった‥･44人
58人

制度の実施(グラフ③)
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ランティアの相談員さんが交

十七人と二期生四十一人のボ

ん奮励するとともに︑自ら

ておられた︑三人の相談員さ

ずれ︑この日の当番にあたっ

宇治市教育委員心一では︑今

年二月一日から︑青少年健全

替で︑青少年の悩みの解決に

︵グラフ④︶

る必要があると考えられ康７︒

なさんが加入しやすい形をと

容や方法について︑市民のみ︒

実施する場合には︑制度の内

加入したい﹂が四〇％程あり︑

二・一％と多く︑﹁１尻ば

思は︑﹁ぜひ加入したい﹂五

度を実施した場合の加入の意

また︑宇治市が火災共済制

す︒︵グラフ③︶

思われていることがわかりま

の方向で検討すべきであると

の人が︑火災共済制度か実施

実施時期は別にして︑大多数

わせると九四・一％になり︑
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ある﹂と﹁近い将采に実施す

ます︒﹁早急に実施すべきで

はない﹂一・一石となってい

二九・八％︑﹁実施する必要

﹁近い将来に実施すればよい﹂

べきである﹂が六四・三％︒

その結果︑﹁早急に実施す

をお聞きしました︒
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している市もあり濠すが︑宇
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上の人が︑内容について︑知

ろの電話は２４︲0800番︶

三％などの順でした︒︵ここ
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対人関係一五・三％︑夫婦・
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と五九・六％となり︑半数以
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火災共済制度の周知度につ

Ａ市の場合

万一に備える共済制度

③あまり関心がない…３人
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宇 治 市
火災共済制度

市長が一日相談員
人していない﹂三〇・四％︒
﹁加入したいが︑まだ加入し

▼加入資格・：市内に住

の見舞金が︑また︑死亡

Ａ市の火災共済制度の 弔慰金が二十五万円から

万一に備えています︒
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共済とセ″卜で運営︒昭 借家に関係なく加入でき

火災共済制度聚交通災害 所がある世帯主で︑持家︑
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あら垂しは次の通りです︒五十万円が支給される︒
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の芦か渇く︑尿が多い︑疲
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問販売の五項目について調
査しました︒今回は洗剤に
ついてお知ら芦笛す︒
﹁無リン﹂に
注意
う意見な芦から︑併用者の

以前よりよくなった﹂とい
五十三年から減り続けて

湿しん︑ひび割れ︑かゆみな

三五・四６の人が肌あれや

どの皮膚障害を経験してい

今年は三土ハ事業所が参加︒

壊れ血液中の糖分が多くなり
尿の中にも糖分が出でこる病
気です︒放置しておくと︑合
併症を引き起こし︑脳卒中や

素こ

90％以上が使用
台所用の合成洗剤も全体

乖ｙ︒また︑五九・一％の

多くが無リン洗剤に移行し

に二︑三％使用する人が増

いた合成洗剤の使用が︑今

えてい求丁︒野菜や果物な

たものと思われ毒ｙ︒
しかし︑無リン洗剤は富

火魔に備えて
さる十月二十八日︑ユニ

自衛消防隊の訓練に36事業所

チカグラウンドで宇治自衛

病院の看護婦や万福寺の
僧侶︑工場従業員のみなさ

3.食器類の汚れの場合、台所用合皮洗剤をお使いですか.
①必ず使っている②時々使う③全く使わない 無回答0.9％

心蔵病︑堕母症︑歯ソウノウ

律lt反に

粉石けん使用も〇・一％そ
2.野菜や果勧を洗う場合、台所用洗剤をお使いですか.
①必ず使っている②時々使う③全く使わない．無回答＼%

消防隊の消防訓練大会が行

んが︑消火器や消火栓操法

われました︒
この大会は︑各事業所の

で自慢の腕前を見せていま

は＋■■

(?)￨
②<l.6％
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g)26.4% I g)"￨?.肖
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した︒

で力゛

らくがき

年度になって六四・七％︵昨

栄養化の原因であるリン酸

消費者意識調査(洗剤に関する調査)

日頃の訓練成果を披露する関西ヤマザキ自衛消防隊 一

年度五九・二％︶と五・五

百十八人の吊ともたちが内

﹁大字ヘ９あげて﹂と

科・歯科検診Mpｔ＆≪しだ︒

先生に言われ︑緊張した表

もたちの健康診断が五日か
ら始まりました︒今年は二

り新一年生気分でした︒

って話かずるなど︑すっか

が︑さっそぐ友だちをつく

情で診察夕受けていました

十校︑二于七百二十一人が︒
入学の準備をし乖ｙ︒

大久保小学校では五日︑

受診１

健康診断始まる

もうすぐ一年生

来春に小学校へ入る竿と

び福冤てい未丁︒そして︑

元気に診察を受ける子どもたち

⑩

︵歴史資料室︶

いけませんよ︒

ね︒建物などに直接書いて

しんでくれるかも知れませ
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ぴ後
ゃの
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いておくと︑何百

住り要4置お
所1ない
なこて

I. 現在あなたは洗濯の場合主にどちらを使用されていますか.‑
①合成jSt剤(粉末､液状を含む)*'多い②石けん(粉末､固型
含む)0)半分づつ

自衛消防隊員が日ごろ訓練

はき
｀帳l
不卜
mの
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4.現在、合成洗剤による河川の汚染、人体への影響がいわれ
ていますが．あなたはこれらについて関'L‑U'ありますか.
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宇治市総合福祉会館は︑建

小運動場跡地︶に建設中の

市が宇治琵琶四五︵菟二

は圭えます強くなっていま

くにつれ各福祉団体の期待

の関心も高く︑完成が近つ

建物です︒それだけに市民

と並べてあります︒ぜひご鑑

精こめて作られた菊が所狭し

木幡公民館では︑先に開い

へお申込みください︒なお︑

ます︒

﹂人一点に限らせていただき

多数の出品︑ご来館をお持
ちしています︒
◇
版 画 教 室
〜年賀状づくり〜
木幡公民館では︑年賀状つ
くりの版画教室を開准ます︒
▼とき・・・Ｈ月22日側︑24日
困︑29日側︑いずれも午後６
時半〜８時半▼ところ・・・木幡
公民館▼内容・：木版︵下鴫つ
くり︑版木への転写・彫り方・
刷り方の講習と刷び上げ︶▼
指導・・・市立木幡中学校教諭・
馬場徹さん▼対象・・・市内在住
の18歳以上の人▼定員⁝25人
︵先着順︶▼費用⁝教材費二
百六十円▼持参品・・・彫刻刀︑
筆五本程度︑水彩絵具︑バレン
▼申込み⁝木幡公民館へ来館
し申込んでぐださい︒
凛１回菊花展

◇

◇

全国物価

統計調査

．

京都府の地域別最低賃金が改正

され︑宇治市などの南部地域︵ｍ

岡市以南︶では︑日額三千二百九

十八円︑時間額四百十三円になり︑

十一月一日から効力が発生してい

また︑産業別最低賃金は︑現在

ます︒

審議中ですが︑決定され効力の発

生するまでの間︑﹁繊維産業﹂︑﹁紙

・パルプ・紙加工品製造ぎの一

部︑﹁機械・金属製品等製造芦の︒

賃金が適用され未了︒︵交通労政課︶

一部については︑この地域別最低

十一月ナで貝宍千九日

の間︑﹁五十七年全国物価

統計調査﹂を実施し濠す︒

この調査は︑私たちの消費

牛居にとって重要な商品の

価格やサービス料金等を調

査し︑経済運営の基礎資料

を作成するため行う国の基

調査員が伺いましたら︑

本的な統計調査です︒

︵企圃課︶

よろしぐご協力ください︒

で公的年金に加入してい

年金相談

ない人︑また︑サラリー

11月22日から

将来自分の年金が受給で

マンの奥さん等︶

れない人︵保険料の納付

◇国民年金保険料を哨めら

きるかとシかなど︑年金に

二日から各地で開空手﹈︒

ついての相談か千一月二十

２時〜４時▼ところ・・・小倉公

ありホチ︒ただし︑手続

納付か免除する制度等が

が困難な人については︑

お気軽にお越しください︒

のとおひです︒

相談内容の主なものは次

治市公民館版画サークル会員

金係でも相談に応じていま

なお︑保険年金課国民年

きが必要︶

◇年金についてわからない

◇どの年金にも加入してい

す︒

人

ない人︵二十歳か庖八十

着順︶▼申込み・・・小倉公民館

児童・牛徒▼定員・・面人︵先

▼対象・・・小学校４年生以上の

賀状の版画を制作▼指導・・・宇

民館▼内容⁝フェルトで年

▼とき・・・Ｈ月27日出︑午後

せんか︒

版画で年賀状を作ってみま

ジュニア教室

第17回

かまいません︒

さい︒また︑保護者同伴でも

す︒暖かい服装でお越Ｌｙだ

体望遠鏡で月や星を観望しま

民館へ▼天気がよければ︑天

込み⁝電話かはがきで小倉公

５年生以上の児童・牛徒▼申

江上賢三さん▼対象・：小学校

⁝京都市青少年科学センター

星の一生〜︑秋の星座▼講師

民館▼テーマ・・・宇宙の話ｖ〜

７時〜９時▼ところ・：小倉公

▼とき・：Ｈ月20日出︑午後

望遠鏡で星を観望しませんか︒

きれいに見えています︒天体

廃励澄みきった秋︒星が

ジュニア教室

第16回

大菊︑匹崖︵けんかい︶︒

小倉公民館▼内容・・・小菊盆栽︑

前９時〜午後４時▼ところ・：

９時〜午後５時︑14日㈲︑午

▼とき：ｎ月13日出︑午前

賞にお越しください︒

す︒また︑国際ソロプチミ
スト宇治からのビデオ一式

た木幡公民館まっり第一部に

子どもを誘導する岩本さん

一月十五日までに木幡公民館

物の建築工事がほぼ完了︑

の工事を残すだけになりま

に﹁親子スケートデー﹂希望

全員の氏名︑年齢を書いて宇

所︑年齢︑電話番号と参加者

と明記し︑代表者の氏名︑住

親子でスケートの正しい技術

滑走料は無料︒貸靴代が小学

〜第２部〜

木幡公民館まっり

◇

まで受付︒

治市公民館へ︒Ｈ月30日消印

▼とき・・・12月５日旧︑午前

10時〜午脱３時︵受付は午前
10時〜Ｈ時︶▼ところ・：伏見
桃山アリーナ︵近鉄・京阪丹波

生三百円︑中・高校生四百円︑

引続き︑十一月二十日出と二

橋駅下車︑徒歩５分︶▼費用・・・

大人五百円▼対象・・・市内在住

そこで︑各種展一刄応の市

十一日面︑第二部を開催︒

民の出品作品欠量Ｉます︒

出品を希望される人は︑十

ソ −−ラーシステムと外周り

した︒

をはじの︑団体や事業所か
らの備品の寄贈もあいつい
でい求了︒

親子スケートデー

2 9 0）
34の7 （a⑩8

を学んでみませんか︒

スケートシーズンタ前に︑

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

の親子︵小・中学生は保護者
同伴で︶▼定員｡｡.ＴＴ百人︵先
肴順︶▼申込み・・・往復はがき

朝子さん︵四九︶︒
﹁地域になにか役立ちたい︑地
域の大たちと交流か計りたい﹂と
いラ理由から交通指導員になった
岩本さんだが︑その理想と現実
のギャ″プに悩み︑やめよラかと
思ったこともあったという︒でも

乍前ln時
Ｓ: i<(
'I‑It
11/21(111

IK Hi in

総合福祉会館は︑今後の
市の福祉の拠点というべき

﹁おはぷつござい康ｙ﹂交差点
mる子芦もたちは元気にあいさ

府道宇治淀線市役所入口交差点

つ︒

に毎朝立ち︑菟道第二小学校の子
μＥ︶たちが安全に通学できるぷコ
誘導する宇治市交通指導員・岩本

十年間にわたって交通指導員Ｍｉ
けることができたのは︑岩本洛ん
の早μも炉交通事故から守るとい
之１４任感からではないだう７か︒
また﹁家族の協力があればこそで
した﹂とも語る︒

歳までの人で︑現在職場

︵保険年金課︶

へ来館し︑材料代二百円か添

4:00

えて申込んでぐださい︒

友
午前 午後
11/25西
附 ストアー宇治店 10:00〜4:00

秋を恥とる花︑菊︒小倉公
民館には︑市民の皆さんが丹

10:(X〕〜4:00

ｒ

11/22
回 南部福角集会所 午後
1:30‑4:00

現在宇治市には︑二十四人の交

二小学校の子μ七にとってはなく

歌こダ

年金相談日程

通指導員が毎朝通学路などに立ち︑
子戸石たちの安全夕寺るために活

﹁子戸もたちは︑交通ルールを

てはならない人べ

きびしぐ守っているのに比べ︑大

u:30

大和田公会童 午前
9:30
11/26
1
午後
木幡公民館
2階学習室1:30

躍している︒そのうちの六人は︑
十年以上のベテラン︒

人は赤信号でも平気で車か麦差点
に入れてぐる﹂と大人の交通マナ

午後

午前

11/24ニチイ大久保店
附

乍iJI(}心

11月１日から
日 額 3,298円
時間額
413円に

午前
9:30‑11:30

東木幡集会所

﹁︒おはぶつ″のあいさつは必
ずこちらからかけ︑服装のみだれ

（プラスチ，，ク細r.）

11/21111）゛j E1S^りi 灸
･･
11,y
r･どもrづくりコーチ−
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ている子μもには注意をし未了︒

︵いわもとあさこ岑々四人家

昨年、宇治市公民館が開い

し 零勿
と
き
乍 l j i ja ≫ *
゛ぶ1ぎぷ色、。1,7、Of. ii／a>川
（陶公作fia.wi.j,など
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○宇治市小倉公民館…小介町寺
ーの悪さを指摘された︒
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遅れて来た子どもには︒どフし

た年賀状づくり教室の作品

木幡公民館まつり第２部内容

京都府（南部）最低賃金

匹

間

時

場

会

月日

多くの市民が訪れた木幡公民館まつり(第I部)

印

fia

公民館のお知らせ

10年間子どもを守って

4 6 8 7).
内91｛ac
族︑宇治里尻に在住︶

●

完成に近づく総合福祉会館
きる
宇治に生
交通指導員

9

たの とはげまし毒ｙ﹂︑そＥ心

●

市
治
宇

Q宇治市公民館…宇治里尻7iの
しつけにも気夕配る︒今や菟辺第

ｙ゛●｀

（
4
9
）
岩本朝子さん
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市民の関心高まる総合福祉会館（正面）
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﹁万引き﹂に思う

とを書いた人は︑ものすごく

プリントで︑自分のやったこ

先週勉強した﹁万引き﹂の

物か見ているだけで恐くてた

で使っているとしたら︑その

のに︑物を盗ってそれを平気

なことを見ているだけで恐い

南宇治中学校二年生 西喜多里美

反省していると思います︒

ないのでわか兌詐けれど︑

し見つからすにすんで︑ずっ

とに良かったと思います︒も

書いた人は︑見つかってほん

まりません︒だからあの文を

もし私かやろシと思ってスー

と続けていたら'＜汪何も思

私は︑万引きを見たことが

パーなどへ行っても︑こわく

︵社会教育課︶
◇

スポーツひろば

41︶へ︒

込み・・・社会教育課︵き⑩31

▼定員・：60人︵先着順︶▼申

で︑全講義に出席可能な人︑

年団体の指導に関心のある人

内の青少年団体指導者と青少

お知らせ

催し
青少年団体
指導者講座

地域での青少年活動の一層
の充実牽のざして︑青少年団

よければよい︑人の事なんか

くも含めてですが︑自分洽凡

滋賀県立図書館などを訪ね

宇治児童文庫連絡会が︑

︵前川恒雄館長のお話か典

▼見学先・・滋賀県立図書館

午後４時国鉄京都駅で解散

前９時半京阪三条駅に集合︑

く︶︑大津市立図書館▼申

館長のお話か聞く見学会を

込み・・・平櫛紀代子さん︵豊

開き手﹈︒図書館に関心を
おもちの人はどトとしご参

の0217︶へ︒

加ください︒
▼とき・・・Ｈ月18日閑︑午

宇治児童文庫連絡会が

なお︑昼食は各自ご持参

︵交通労政課︶

日本生命京都・駅前ビル６階︶

格は問いません▼アルバイト

ークルの木版画の﹁宇治百景﹂

▼内容・：宇治市公民館版画サ

▼期間⁝Ｈ月18困まで開催

ください︒

観光センターの催し

保母⁝保母資格を有するか︑

と市内各所の﹁歌碑﹂拓本の

吊民図書室︶

平等院の隣︑宇治川べりの

観光センターニ階では企画展

を開催しています︒一度お立

蛍光灯20Wの定額料金一ヵ月

資格は無いが経験のある女性

図書館見学会
小学校体育館︒運動のできる

分︵244円︶×１９一ヵ月×３分の

▼登録希望者は︑市販の履歴

版画・拓本展

寄りください︒

服装で直接会場へ︒

月×３分のＩ︑のうちどちら

１︑②10月分電気料金×12ヵ

︵市民体育課︶

案内
街灯料金の補助
夜道金てとふ属灯にあか
ぴがともっていると︑何とな
く心強いものト上ｍでは︑町
︒内全一や自治会が管理する街灯
の電気料金を補助し示ｙ︒

よラなことを紙に書いて一部

な自分に甘えるのはやめてほ

ては何にもなりません︒みん

補助する額は︑①街灯数×

の者で笑ってみたりしていま

こんなぽぐたち︒こんな生
活︒し妬しこの中にもいい人

分がされた身になって真剣に
考えたら決してできることじ

展示︒
訂正しおわびし康ｙ︒

宇り
通
治以
の北
観︶
光の
写誤
真り
展でした︒

書に必要事項を記入し︑最近

︵保育課︶

季四
︒面︑し尿収集日程表﹃小

通り以西︾は︑︽南堀池︵本
▼期間・：11月20日出〜11月
の収集Ｅ欄で︑︽南堀池︵本
30日固▼内容・：市役所フォト
倉ブ
町員
・が
他撮
の影
地し
域た
﹄宇
の治
十の
三四
日
クラ

▼市政だより十一月一日号の

﹁訂正﹂

日本損害保険啜尽は︑無

９時半ト正午︑弁護士相談＝

〜午後４時半︑土曜日＝午前

▼とき⁝平日 ＝午前９時半

す︒ご利用ください︒

料で交通事故相談をしていま

交通事故相談

◇

保育課まで︒

６ヵ月以内の写真か添付して

か低い方です︒

すでに︑各町内会・自治会

の会長さんに申請書をお送り

していますので︑Ｈ月30日ま

でに都市整備失対事業課へ提

出してぐださい︒

︵都市整備失対事業課︶

◇

パート保母

市立保育所のパート保母と

▼ところ・・・京都自動車保険請

毎週木曜日︑午後１時〜４時

アルバイト保母募集

アルバイト保母の登録希望者

求相談センター︵萱075−343︲

七条下ル東塩小路町735−５︑

３０４１︑京都市下京区烏丸

▼パート保母・・・朝・夕︑正

か募集し柔７．

きる40歳未満の女性︑保母資

規職員の勤務時間外に勤務で

宇洽保健所では︑京都

生相談員・加納誠さん９保

っいて︑宇治保健所精神衛

地正之さんよ
人は絶対一人では生きてい

精神衛生協会と共催で︑精

はきっといると思いまず︒

けません︒男がいて女がいて︑

神衛生の面か皇又問題を

ゃないと思います︒それから

人の生きる権利か全く無視し

先生がいて生徒がいて︑親が

健所における精神衛妄筋

て︑﹁アホ︑カス︑死んに蛋

宇治市老人家庭奉仕員よ

いて子がいる︒そんな中で生

取りあげ︑パネルディスカ
え﹂と叫んでいる︒もちろん

域で老人か見る立場から▼

活しているぽぐたちだから︑

池清廉さんと同志社大学講

司会・：府立洛南病院長・小

ッションを行います︒お気
ぽぐも人のことは言えません

人権といらものは︑必ず守ら

後１時〜４時▼ところ⁝

︵宇治保健所︶

師・中根冬雄さん︒

山紅葉丘病院

長・大谷亙さ

ん上

学教授・野辺

志社大学心理

精神医学︑同

働庖

と論題・・・福知

師︵パネフー︶

市民会館３階大会議室▼講

▼とき・：Ｈ月19日倒︑午

軽にお越１ こださい︒
が︑こんなことをそのままほ

れなくてはいけないことです︒

今のぽぐたちには難しい言葉

確かに人権という言葉はまだ

っておいたら︑どんＩんエス

もしみんなが人権無視的な

です︒その言葉の本当の意味

ん︒Ｌ示し︑だからこそ︑一

行動をとっていたら宇治中は

人一人が人として牛曹ていけ

を理解し︑人権無視の言葉や

無机して自分をだめにしてい

るよラな社会をこれからみん

成り立だないと思い毒了︒中

く人がいるということです︒

なで作っていかなければなら

行動奮九全になくすことはす

たとえぽ︑タバコやシンナー

ないと思います︒

でもぼぐが一番いけないと思

がその例です︒そんなことを

ぐにできることではありませ

して自分剪とん芦んだめにし

うのは︑自分で自分の人権を

カレートするばかりです︒

一人の者夕夭勢でいにゐたり︑

老年期の精神衛生

体指導者講座を開き未了︒
▼種目・・・バドミントン・卓
球▼とき・・・﹈１１月18日出︑午後

▼日程とテーマ・：左表▼と
ころ・・・木幡公民館▼時間・：午

７時〜９時▼ところ・：大久保

勇気か田して注意をしていく

そして万引きの現場を見たら︑

青少年団体活動の今後の課題
５ 2/21(ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議･茶話会･柊了式)
回

しいです︒

４ 2/7 青少年指導のすすめ方
卯

す︒しかし︑こんなことは自

S8り.･‑
1/24

後７時半ト９時半▼対象・：市

お金夕払って自分のものにし

分の物にしＶ‑＾いけないし︑

自分には関係がないという考

生活のいたるところで人権を

それから︑ぼぐたちは学校

とても大変なことなんです︒

せんが︑ぼぐたちにとっては

なことと思われるかもしれま

.ｒｖ＼i思います︒これはささい

分らないまま通りすぎてしま

さぐて勉強がで草ｙ︑そこを

おしゃべりをし出すか︑うる

で︑できていない人も一緒に

いない人も大勢います︒そこ

ころが周りには︑まだできて

におしゃべりを始めます︒と

さらと問題を解いて自分勝手

うです︒良くできる人はさら

例えば︑学校の授業でもそ

ぷつにしたいと思います︒頭

てこそ︑いいものになると思

も人権っていったい何だうつ

無視しています︒例えば︑人
が嫌がっているあだなを︑容
赦なく口走ってみたり︑同じ

青少年の1椎(心理と発達)
回

３

青少年問題の現状
(月)
え方の人が多いのではないで

らです︒

嫌な気分になると思います︒

﹁青春とは何ぞや﹂と思っ

今の人たちは︑もちろんぽ

Ｅ『中学生の主張』をシリーズでお｜

11/29
青少年団体活動の現状
㈲

２

11/22

１

テｰﾏと内容
とき
しよフか︒

青少年団体指導者講座の日程表
でわかったことは︑実行にう

Ｅ知らせしています。

つさないと何にもならないか

私はみんなに︑このことを

い康司

訴えていきたいと思いまず︒

いくら欲しいものがあっても

わないかもしれないけれど︑

ラ色のを買フと高くなるので

我慢ずるか︑お金をためるか

万引きではないけれど︑万

て︑できないと思います︒

迷っていたら︑近所のおねえ

親にねだれぱいいと思い未了︒

と︑ぽぐたちは真剣に考えた

人権問題について

さんが﹁中を少に替えたら﹂

た人は大勢いると思います︒

高塚純

と言って︑中身舎Ｗえてしま

売ってある物は︑お金を払

ことがあるでしまぶ︒

宇治中学校一年生

ったことがあります︒それを

それに﹁人生とは何ぞや﹂と

大人になっ了でのとき︑︒万引

飛び立ってくれませんでした。（11月２日、宇治僑下流で撮影）
ヨ会が56年度1こ中学生から募集した:

思った人も多いでしょう︒で

年筆のインクを買シとき︑同

しのぎにやってきました。食物は魚、エピ、ゴカイ、昆虫など。

ってやっと自分の物になるの

きした物を見たらものすごく

この日は暖かい日差しの中で、食事の後で満腹なのかなかなか
このコーナーでは、市教育委員Ｅ

に︑それをお金か払幻ずに自

じ色ばかりではいやだし︑違

ゆりかもめが宇治川に飛来。冬､を告げる渡鳥として日本各

見ていただけで︑恐くて心で

翁り

地に見られる鳥ですが、遠くシベリア、カムチャッカから冬を

てたまりませんでした︒こん

心の健康を考える集い

冬告げるゆりかもめ
中学生の主張⑥

り
よ
だ
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