市の人口

世帯数49，769世帯（前月比114世帯増）

男78，716人

● 毎 ） ！ 1 日 ・ Ｉ Ｉ 日 ■21日≫行

女78，905人

ｌ

1

1

1

1

む中で︑豊冨な経験︑技能を

よりどころとしたその姿は︒

の影響で廃業寸前の﹁ふな栄﹂

湖から取り寄せ︑二日間井戸

す﹂とのこと︒ヴナギは浜名

何ともいえない良い味が出ま

でご協力ください︒

を設けたり交通規制夕仔い未丁の

定です︒なお︑工事中は臨時歩道

路にかかる排水路の改修刄7手

成の予定︒同工事と廿蒋じて︑道

この改良工事は来年三月に完

ることにしてい未了︒

に緑地帯︵百八十平方μ︶か設け

るとともに︑交差進入の中央部分

μ︑西側に二・五μの歩道か設け

ゆるめる③道路の東側に幅三・五

こう配が九％だったのを︑七％に

替兄る②現行支線進入部分の下り

は両面通行から直進︑左折に切り

両面通行︑直進︑右折とし︑支線

け替ぺ本線は南行一方通行から

の蔵本線十二μ︑支線四尨に付

側が幅約十むの支線になっている

①現在︑東側が幅四だの本線︑西

にわたって行いまず︒主な内容は︑

南側市道宇治白川線ぞい百四十む

工事は︒交差点付刄小心に︒

の改良工事が始まりました︒

淀線の通称﹁宇治市役所前交ぶ点﹂

宇治白川線の道路改良と府道宇治

宇治市宇治壱番︑都市計画街路

緑地，

事に三十年以上の経験があり︑

ひぐ易私たちの心に残るも

生活の中に︑快いうるおいを

のがあり︑日々追われＸみの

技能功労者の表彰式は︑十

与えてぐれるぷつです︒

一月二十三日の勤労感謝の日

を再興︒翌年から宇治橋通り

水の生けずにつけ︑身を締め

交差点の改良後の予想図

市内事業所に勤めβれ仕事を
されている市民です︒
今回表彰される人々は︑い
ずれも地味な中にもざの道
一筋″に︑確かな足跡を残し
てこられ︑現在も第一線で働

に︑市民会館で行い毒了︒当

日︑川魚調理一筋に生きてこ

な包丁さぱきを披露していた

られた千葉利一さんのみごと

がＶことになっていまず︒

⁝⁝：：：：：！⁝︒：：：：：⁝一

門ロナツ︵六八て宇治妙卒

︵豆腐製造職﹀

上羽善三︵六八︶Ｌハ地蔵札ノ辻

大川仁三郎︵六〇て開町

︵和裁職﹀

北村美さ江︵六ａて木幡大瀬戸

商店街に現在の店を構え︑妻

てから調理ずることもコツだ

命卜4､、

かれ︑各分野で指導的な立場
にたって︑伝統か廼やさぬ努
力を日々積み重ねられていま
す︒
産業ロボットやコンピュー
ター等︑機械化がどんどん進

大西市之誤七こて宇治壱番

︵てサージ9

表彰の功労者
技能功労者として表彰され

太田愛一︵六一了横島町北内

︵調理職︶

1葉利一︵で︶＝宇治妙楽

︵時計修理職﹀

松下泉吉︵で︶＝羽拍子町

︵美容職﹀

松本美代子︵六〇て宇治妙楽

っておられ圭ｙが︑特にウナ

の光︵みつ︶さん︵五九︶と努力を

そうです︒

孚,盲法務合同IT*

宇治市
,卜防暑

宇治市技能功労者が決まる

市内の各団体などから

今年︵第11回︶は13人を表彰
ｅｌ111111111111自111111ｓＩ11−−自ＩＩ−111111自Ｉ︲︱Ｉｓ111−1−自1111111111
ｌ

1111111−−111−︱1111︲111111−−−−111111−︱−︱自︱自1111111自−ＩＩ︱−︲ａ
つの仕事に取り組んでこられた十三人のみ

十一月二十三日は勤労感謝の日です︒市では︑

ｌａｌｌｌ

推薦され︑長年にわたってＩ
ＩＩＩＳＩ

ｌ

治市技能功労者表彰は︑今年で十一回目を迎えます︒これまでに二百八
ＩＳＩＩＩＩ−︱ｉ−自11自−1111Ｓ1−︱−Ｉ

るのは次のみなさんです︒︵敬
称略・数字は年齢︶

制度は︑長年一つの職業に就

川魚料理の千葉さん

日︑

ａ

今回分をあわせると︑技能功労者は三百人を数える

11111111

︵製茶職﹀

き︑深れた技能をみがいてこ

︵数寄屋大工職﹀

藤井三郎︵七八︶＝黄道門ノ前

られた人の功労をたたえ︑社

小市栄印︵七・ 一イ桓島町南落合

この宇治市技能功労者表彰

会・経済的地位や︑技能・技

︵土木技術職﹀

荒木清︵六八で開町

︵電気工小職﹀

内川武一︵六九て木幡御蔵山

術水準の向上︑ひいては宇治
の地域所業の発展を図るため
に設けています︒この対象者
は︑六十歳以上で︑一つの仕

かするまでの盛業に築きあげ

ギの蒲︵かぱ︶焼きは自慢の

1葉さんは︑川魚全般を扱

てこられ歩した︒

主︒二十三日の表彰式の会場

らの川魚料理﹁ふな栄﹂の店

品︒うま味を出すコツは︑ガ

チョウズミ︵備長炭︶という

ス︑電気器登忌応ず﹁ビン
魚調理に従事され︑戦時中の

上質の炭を使いまで︒これで

焼くと︑ムク″とした焼け具

重ね︑今では︑四人の昼宍

合で︑ウナギの皮と身の間に

娘さんに一軒ずつのれん分け

終戦直優の二十一年︑戦争

筋金員いてこられました︒

応召の六年問か薩き︑川魚一

千葉さんは︑十五歳から川

でその腕前を披露されます︒

利て︷ん︵ずＩぼ︑祖父の代か

して表彰される人のうち千葉

今回︑宇治市技能功労者と

晴れ舞台で腕披露

ウナギ焼いて45年

十七人が表彰され︑

ことになります︒

技能功労者で表彰される川魚一筋の千葉さん

123

改良工事に着工

宇治市役所
前交差点

みがかれた仕事
その道
ひとすじ

ｓａｃ3141㈹

宇 冶 市 宇 祐 ！ Ｅ 琶33Ｓ地

昭和57年
（1982年）
人ロ157，621人（前月比239人増）

発行宇治市

編集文書広報課

11／21
（昭和57年11月1日現在）

第612号

種は子μもの手の届くと

火の用心心で用心目で用心

ころに置かない︒

青少年の健全育成強調月間験に言いよラもない不安と焦

あります︒

りする火災の多発時期でも

一屋外に置いている燃えや

ない︒

一幼児だけを置いて外出し

の催しとして︑十三日の午後燥を感じていると訴えた宇治

子戸石は︑火の怖さを知
らす︑好奇心が非常に強い
もの︒ふだんから火の励心

＝子どもの火遊び＝

二日まで︑畠巴斉に﹁秋の
練や自主検査︑自主点検︑そ

とともに︑各事業所で避難訓

寒会旦段と厳Ｌ＞ｖなっ

関して防火の安全指導かずる

火災予防運動﹂が始まりまず︒

て4ました︒これからは︑

十一月二土︿日から十二月

一時半から南宇治中学校体育中学校三年生の前田智子さん︑
館で﹁第一回中学生の主張大そして股関接の手術を受けて

幸張は︑受験や校内暴力な学校二年生の松本華子さんが︑

斟が開かれました︒健康の貴さを知った東宇治中

が多く︑﹁暴力など強い者にすのはバカげている﹂と主張

ど中学生が直面している問題﹁健康な体を非行で自らつぶ

屈してしまう妥協は中学生だ

して消防計画の見直しや従業

すいものを整理ずる︒

火種は持たせないで

からしたくない﹂と暴力に立得力のある訴えは︑父母や友
この運動は︑火災の起りや

しさをわかりやすく教える

するなど︒土ハ人の元気な説

ち向う決意を述べた南宇治中など約干人の聴衆の胸にしみ

空気が非常に乾燥し︑ちょ

㈲︑6日㈲︑いずれも午後1

・料理研究

ツルメントＶ講師

時からＶとこう・字治労働セ

びをしている桝詔見だ

一他人の子どもでも︑火遊

＝・1紅白円Ｖ定員・再日とも

家・星野美智子ぶんＶ材料費

36人ずつ︵先着順︶ｙ申込み

ら︑厳屯に注意してやめ

︵消防本部︶

させる︒

労働セツルメントの窓口へ︒

・＝材料費參1で︑直接宇治

︵宇治労働セツルメント︶

電話では受け付けません︒

そう七ろこ

たつの恋しい

員の防火教育に取り組むぷワ

季節になりま

すい時期をＵかえ︑市民一人

・・
㎜・

学三年生の野村和弘君︑受るものでした︒

した︒生活様

一空家︑物置きなどには︑

自由に出人りで訟ないよ

る一方︑諸物

とともに︒次のことを心が
けましょう︒

価も傅石匂

っとした子μ石の火遊びで
火災になり大切な財産を失

うに鍵などをする︒

正午ｙところ・・南小倉小学校︒

に指導することにしてい未了︒
︵消防本部︶

一マ″チーライターなど火

い︒また︑新郎︑新婦の控室

︵市民体育課︶

晴着の着付教室

治労働セツル

▼ところ・・・宇

前10時〜正午

月29日側︑午

▼とき・：Ｈ

ください︒

会場にお越し

或歪す︒直接

一日教室を開

か選ぷための

よい隠房器具

済的や効率の

するほ日︒経

式も多様化す

ったり︑尊い命夕奪われた

ｙ予約と申込み・・・可能ほの中

い︒なお︑予約期間のラちに

場へお越しぐださい︒

運動のできる服装で直鐙ｙ

予約のないものは受付けでき

ません︒くわしいこ八ほ︑市

尻71−9︑ｆｉｃＯ︶0004︶へ

でに市民会館に備えっけの申

Ｖとき・・・12月2日出レ唇︶日

トｖ講師・・白本和装総合学院

民会館にお問い合わ甘ぐださ

斉藤喜美枝さん他ｖ受講料⁝

込書に記入し︑挙式手数料二

廓︑いずれも午後1時からｙ

〜今時︶:＝:月24日中・・ニチ

無料！貨・・吝７石40人ず

ところ・・・宇治労働セツルメン

づ大久保皆︵午前10時〜午後

労働セツルメントｃｍ２３

４時︶ｙ11月25日中・・西友ス

後４時︶:：;月26日廓・夫和

メント︵市民会館内︶会議室

▼講師・・・兵Ⅲ県牛語部生活課

主査・酒居淑子さん▼テーマ

・・・﹁冬か暖かく過ｙために﹂

お当日︑臨時の保育所も設け

−日本の住居と暖房器具︒な

ます︒︵商工観光課︶

間︑同じ内容で開きます︒都

ｙとき・・・12月４日出︑５日

合のよい時にご参加ください︒

お正月料理の講翼笞三日

お正月料理教室

︵宇治労働セツルメント︶

１５︶へ︒

︵保険年金課︶

◇

き・・・11月28日㈲︑午前10時〜

ル

▼種目・＝ソフトボール▼と

スポーツひろば

半１４時︶

半︶︑木幡公民館︵午後ｔ時

田公会堂︵午前９時半トＨ時

つ︵先着順︶ｖ申込み・・・宇治

い︒︵市民会館︶

予防接種
十一月二十四日からインフ
ルエンザ予防接種が始まりま
す︒体温を測り︑・保護者同伴
でお越しぐださい︒
ｙ対象・＝山満ａ歳以上の保
育所︑幼稚園に通っている子

けられなかった児童・牛残

ａｊｔＪ︶ Ｓ小学校︑中学校で受

トアー宇治店︵午前10時〜午

千円かそ凡て申込んでぐださ

予約し︑挙式日の15Ｅ以前ま

合は︑使用料多ｙ令ぐださ

や披露宴会場盈便用される場

来春の市営結婚式
挙式希望者を募集

20ｍまでに市民会館︵宇治里

から希望の日時か選んで12丹

ひとびが防火の意識を高め︑
火災による人命や財産の損失
を防止にｙＳｊするものですぃ
消防本部では次のことか重
点目標にしています︒
①体の不自由な大などを中心
とした焼死防止対策の推進
②家庭での防火対策の推進
③防火対象物への防火安全の

を次のとおり定め︑挙式希望

ｙ挙式可能日・：昭和58年2

市では︑昭和三十年十二月
から簡素な中にも厳粛な市営

月4日︑11日︑13ぽ︑19日︑

確保

結婚式を行い︑市民牛活の改

者を募集し毒ｙ︒

④防災機器の普及の推進

善の一つにと努めて章ました︒

の災害防店渠の推進

今秋から︑この結婚式の受

25ｍ 27ぼ ＣＯ月3日︑9日︑
21日︑27ｍ 挙式時間は︑午
前10時と午後ｔ時からの2回︒

このぷつに︑住民税の税

割は五百円低ぐなり未丁︒

インフルエンザ

案内

⑤危険物︑ガス︑毒物︑劇物

これらの目標を達成するた

そこで︑来春の挙式可能日

百円でｙ︒このため︑大阪

付け奎苧節制に改めていまず︒

つてい車ｙ︒府民税の握−

市や京都市などの大都市か

り老人︑独居老人の家庭を訪

は︑二％と四％の二段階に

ら転入された握ほ︑①か

等割があります︒均等割の

率は所得割も均等割も全国

500円

め︑体の不自由な人や寝たき

宇治市の税金は他より高いのでは・・・︒

なっています︵表Ｉ︶︒

税率は︑市町村の人口規模

ほとんどの市町村が同じで︑

ら②に変わり乖ゐで均等
圀扶養家族数が減った︒

によって区分洽れています

宇治市が特別高いというこ

︑そのほか︑牛尾税には均

圃不動産所得や利子所得な

︵表Ｈ︶︒宇治市は︑②に

入命額に必賢答Ｔ控除額︶

ど他に所得が発生した︒

該当し季ゐや辛五百円で

市民税と府民税吏Ｂせ

なりまず︒課税の基礎とな

こうして計算されるもの

・
番・
・・
■・
●

て住沈税といい未了︒

る課税標準額に増減がない

×税率＝税額ということに

店窺は︑毎年一月一日

場合の税額は一定ですが︑

か所得割といい車ｙ︒

現在に住んでおられる市町

とはありません︒

人形劇サークル「まつぽっくり」
まけうさぎ

す︒また︑府民税は一律五

人形劇フェスティバ

地域や職場で活動してい

る人形劇団が日頃の練習の

成果か拠表し毒ｙ︒ぶっぞ

ご家族そろってご来場くだ

ｖとき・・・11月28日0︑正

さい︒入場は無料です︒

お茶と現代っ子
人形劇サークル「とらごろう」

日時︒会場は保健予防年間
日程表をご覧ぐださい︒なお︑
各会場八石駐車場がありませ
んので︑車での来場はご遠慮
ください︒︵保健衛牛課︶
年金相談
将来︑自分の年金が受給で

午開場︑午後12時半開演︑

きるかなど年金についての相
談忿孚から各地域で始めま

かちかち山ｍｍ
北御園子ども会「赤いふうせん」

26日から秋の火災予防運動

⑦

①人口50万以上の市2，000円
②人口5万以上50万未満の市………………1，500円
③人口5万以下の市町村……………………1，000円
ｉｆｌ府県民税

村で︑前年中の所得夕基準

所得割の税率は市民税の

均等割の税率（標準税率）表ＩＩ

算式の事項に増減がある場

冬を暖かく過すための1日教室

火災予防
衝町村ｓ恥

に課税されます︒税率は︑

アップなぺ所得の伸び高い人ほど多

宇治市公民館ａ階大会議室

ａ時半終演予定ｖところ ・・
▼11月22日囲⁝東木幡集会

す︒お気軽にお越Ｌｙゝださい︒

︵宇治市公民館︶

ｙ出演団体と演題・：下表︒

どうぞのいす
宇治市公民館婦人ボランティア育成講座受講
生「はと時計劇団」 三びきのこぶた

転入して康まし
たが︑今年の倖罠

合には︑税額は変動し毒了︒場合︑二％か

全国︑同じ税率で
住民負担は均衡

災害復旧や学校誘忿ど特

悒顎が高くなる主な原因ら一四％まで
は︑次のようなものです︒十三段階から

別な事情による費用が必要
な場合を除き︑全国はとん

による収入金鎖の増加︒くの税金を納

川営業成績の向上︑ベースなり︑所得が
準税率︶を用いてい水子︒

戸の市町村が同じもの︵標

各市町村間で︑ぽ民負担の

・・

問
税は高くなってい
濠ｙ︒宇治市の税金は高い

入してこ穴だ市

他市町村から転

のではないでしよシか︒

答

民がよくされる質
問です︒そこで︑高いと思

朗収入は増加していないが︑めていたｉｖ
営業などに必要な経費が累進税率とい

均衡化奎凶ろＺじている

所︵午前9呟ＴＨ時半︶︑

出演団体と演題

問箱
わけです︒

南部福角男屏︵午後ｔ時半

三びきのくま（大型ぬいぐるみ）

騏混3‰

あらなわ地蔵さん影ｍ）

号腎恥ぉ

ゆうちやんとめんどくさいサイ・パ
ンダシリーズ（ｌχ2）

小倉子ども人形劇団

30，000円
2％
ｉ％
150万円以下の場合
150万円をこえる場合

ａ

われがちな要因牽あげて︑

夕深めていただきたいと思

少なくてすんだ︒うしぐみにな

・・・・●・・●・・・

第1回中学生の主張大会

税の質
宇治市の税金について理解

住民税は︑課税標準額︵収

税

受験・校内暴力など真剣な訴え
います︒

民

演題

団体名

（標準税率）表Ｉ
所得割の税率

速算ｔｓ除ｔｉ
Ｏ円
3，000円
7，500円
14，500円
24，500円
37，500円
60，500円
97．500円
154，500円
249．500円
439，500円
729，5000］
1，219，500円
ｏ円
課税棹準額
税率
30万円以下の場合
2％
45万円以下の場合
3％
70万円以下の場合
4％
100万円以下の＊≪合
5％
130万円以下の場合
6％
230万円以下の場合
1％
370万円以下の場合
8％
570万円以下の場合
9％
950万円以下の場合
10％
1，900万円以下の場合
11％
2，900万円以下の場合
12％
4，900万円以下の場合
13％
4．900万円をこえる場合 ｕ％
市

・・・・・
・・・・・−・・●・・・

標準
税率
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