．Ｉ
＝ミ
．＝
＝−

ａ皿
一■

一
一一

市長は︑たくさんの市民の方や職一

﹁十四万市民の心を心として︑

島田正夫市長が初登庁

昨年十二月二十一日︑島田￡夫

Ｉ︲〜1−︲︲Ｉ1︲︲︲︲︲︲︲111︲︲−︲︲1一一

哺一一

員に迎えられ︑元気に初登庁︒

全力をあげてがんばります﹂と決
意を述べました︒

14万市民の生活守る

民主市政をさらに推進
宇治市長島田正夫

にして︑﹁憲法をくらしの中に生

かし︑住民参加の市政﹂を基本方

針とし︑美しい自然と輝しい伝統

を守りながら︑十四万市民の幸せ

を築くために︑誠実ただ一筋に市

民本位の市政︑民主市政をすすめ

市民の皆さん︒あけましておめ

り切るために全力を傾注し︑また

再建の道を追究し︑この危機を乗

直面しておりますが︑私は︑自主

宇治市の財政は未曽有の危機に

てまいります︒

でとうございます︒新しい年のは

本位﹂の姿勢のもとに勇気と決断

山積する諸問題の解決には﹁市民

をもって対処してまいる所存であ

じめにあたり︑皆様方のご健勝を
私は︑このたび皆様方の暖かい

お祈り申し上げます︒

ご支援により︑十二月二十日に第

ります︒

つといたします︒

協力をお願いし︑新年のごあいさ

市民の皆様の一層のご理解とご

八代の宇治市長に就任いたしまし
た︒
私は︑皆様方から寄せられた期
待と信頼に応えるため決意を新た

あけましておめでとうございます

田中

住民の意思を行政に反映
宇治市議会議長

をうけて島田市長か就任されまし

た︒私たちは︑財政危機打開とあ

わせ︑未来ある宇治市建設のため

に尽力されることを心から期待い

また︑私たちは︒本年も市民の

たしております︒

みなさまの意思をあますところな

く行政に反映させていく考えであ

ります︒そのために︑日ごろの委

員会活動をはじめ︑年四回の定例

新春を迎え︑市民のみなさまの

する宇治市の方向を慎重にみきわ

会および臨時会等において︑躍進

めつつ︑公共の福祉のために審議

ご健勝を心からお祈りいたしま
昨今の地方自治体は︑構造的と

す︒
もいえる財政危機を一日も早く克

をしていく考えであります︒

さつといたします︒

力をお願いいたしまして︑ごあい

市民のみなさまのかわらぬご協

服して︑住民か安心して福利を
享受できるように努力していま

この情勢のなかで︑昨年の宇治
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す︒

市においては︑故渡辺市長のあと

清

一一一

−11−1−︲−︲−︲﹄

．こ

昭和52年1月1日発行第400号
（1）第ａ種郵便社屋可毎月3回1・11・21日発行定価1郎5円呼ｆ＾ＴＨ｀新駕ごより昭和9年ｉ月ｉ．ｅ日第ｉ風Ｋ便物露可

冊宇治市役所

京 都 府 宇 治 市 宇治琵琶Ｓ3蕃地

ｆｉ新進堂印刷

電 話 ＠3141㈹

たちのｌ県近代化 凡るにつ
れて︑しだいに消え去っていつ

に原園・田畑・山の神・氏押の
やし．ろ・町内の地輩さんなどに
繁＆ｌｔそれぞれ用に応

じと
てい
つう
ぐ︒
つそれ
たら
との
いう・それらの
聚を迎えで︑宇治市内の各じてつぐつ・た

私
︒撒いたという家もある︒また︑

つて異なり︑襖様を圃くように

この砂の撒きかたは地颯によ

歳の神を迎Ｆ導泰・︒

這をつけるように撒く︒新しい

︱りの辻から門口にかけて︑

前以て準備しておいた白砂を

ける風習があった︒

日の深夜に︑家の表に砂域をつ

で人の出入の＆なくなった大晦

ては︑ 戸内での正月用意がすん

市内を瞼ぼＩ・大和へかけ

Λ砂道Ｖ

供えられる︒

・神の執を掛け︑鏡餅と洗い米が︒

のことであり︑床の間には七福

煮染を煮るのは︑多く大晦日

ぷ︑小型の重ね餅もあった︒・・

地策に伝承されている年木・なかには﹁ホジヅキさん﹂と呼
年始の風習を︑ここにふｓ＊か
えるこφ″じよう︒

Λ煤払い・事始めＶ
十二月十三日から正月の用意
を始める風習は︑ひろぐ分布し
ている︒市内では︑この日に味
噌ｍ込ｉＭが多かった︒味噌
豆の煮汁で半紙に﹁めでたく﹂
とＷ残愛宕の千日詣りの際に
持ち繍一つだ槽︵Ｌ︶きみ︶Ａ≪：に
味噌桶に納めておく︒この味噌
桶は︑小晦日・︵こつごもり・十
二月三十日︶に開封して味噌の
味をたしかめ︑︑それを正月の雑
煮に用いたのである︒

正月の餅は多く二十八日に摘︒

Ａ餅つきＶ

かれる︒九は苦餅と言って︑一一一︒
十九日を避けるのである︒なか
には﹁苦を摘きつぷす﹂といっ・
て︑わｆと二十九日に餅そ挑ぐ

て農事の安全を祈った︒贋家の

・キさんとｉ︒ｉカ︒＼≫こ10柿ｍえ
ラギの小枝をさず厄除けのｍ

門口ＩＪいわしＪ蓄芦泥ヒイー

も一圃に撒くところもあった︒

一口 便所・牛馬の小屋の前に

を行なう家が多い︒

な：ＷＨＣＬＩ 現在をなお︑それ一

三日になＫＷ山間ｓ集落で

鰍珀めである︒

も ？りん門口には門松が立てら
れ︑注連縄が張られる︒

神酒や︑鏡餅・毘布・ミカンな

十四日の夜には町内や集落単

どの供物をもって︑それぞれの

Λ日待講・とんどＶ

しそぱを家内そろって食べるが

地域が祭田する山の神に参謂す

たは仏︶に村吸筒の安黍を祈

は元日から神棚に供えてあった

大晦日の夜の就寝に限って︑寝

る︒これを四日に行な｀ とごろ

願し︑十五日の日の出を礼拝し

砂ａｒ＞ｖ2＞が済んでから年越

るという言葉を忌み︑﹁ＺＬネッ

もあるが︑人々はこの行事が終

ドが行なわれ︑注連縄や松飾り

地Ｓｌｉよっては集落単位でトン

十五日の早朝には家ごとに︑︒

が多い︒

についての話合いを持つところ

す＾＾0取決めを行ない︑また会計

集落・町内単位の年間行事に関

て散会するのである︒この間に

う︒夜もすがら居霖って神︵ま

家長があつまって日待講を行な

位で定められた頭屋に︑各家の

ム︵稲積む︶﹂と呼んで縁起を

わるまで︑決して山にみって山

Λ四日〜七ａｖ

仕事をすることはない︒

かつぐ亭Ｉかった︒

宇治の正月
むかしと今

の火で書初めを燃やし︑書道の

を焚く︒吉Ｗ揚げといって︑そ

上塙を願うことはひろぐ知られ

れる木幡の松尾諸家の︸︒オコナ

このほか︑正月三︑日に行なわ

ている︒

元日から床の間に供えてあった

イ﹂や︑白川の家々に配られる

自然環境の保全など生磐工起
こってぐる諸問爾を十分に考慮

一一一丿一ＩＳな鍬しい観察があった︒

㈹都市の計画について︑次のよう

治市の中心部はどこにあるのか

哨︑人口十四万人の都市として宇

私たちによくわからなかった︒

の交通によく適応していない︒

㈲︑道路網が︑乗用車やトヲ″ク

あるとの圃象を受けた︒それは

○︑たいへん不均質な都市景観で

一貫性のない都市化の結果生じ

たものである︒そのため︑都軍

の階構成要累が総合されぺわ

かりやすい命葎の都市像を描く

ことができない︒また︑宇治市

域の一部は︑単に隣接都市の勢

力範囲におかれているにすぎな

い︒ ・

観察した結果︑土地政策−ｙｇｉＥ

㈲結局︑私たちに示された事実を

計画の二つに多くの問題点をは

後︑これらを制御し方向づける

・らんでいることがわかった︒今

ことができるかぐっかで︑宇治

市の都市像が決まってくるとい

えよう︒

本年もよろしくお願い致します。
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パリ大学パンシュメル教授のレポートから

都市化の細かな事業によって虫

要であり︑それらの農業用地が

土地政策と都市計画が課題
宇治市の将来像

一

門口まで白砂で道をつける
一

Ｍ宇治市のようなタイプに示され
る人ｎ一増加は︑その都市をほと

ーロール化を放置しておかないこ
とが重要であるぷ｀われる︒

﹃喰い状に開発されるというスプ
計画をつくるのでなければ人口Ｉ

圃笠取地域の都市化については︑

き込んでおり︑たいへん厳しい

増加＊1御することが困難であ

して進めなければならないだろ

る︒
呻宇治は京都市に近い郊外で︑大

二璽の郊外の状況にある︒した

宇治市政だよりが創刊四〇〇号

阪市の遠い郊外であるという︑

がって︑都市の整備や開発に関
する広颯計画の枠の中において
宇治の立場や諸機能を明確にし
なければならない︒
匈宇治は自立の諮機能︑すなわち

政だより﹄という題宇を変更する

いま︑︒﹁広報宇治﹂とか︑﹁市

ことになりました︒

報宇治﹂などの案を検肘中ですが

市民のみなさんでご意見がありま

したら︑市役所文書広報課までお

寄せください︒

事務所：国鉄宇治駅前ＴＥＬ22−4624
マ：ルカン石油㈱

宇治橋通り3丁目ＴＥＬ22−7100Ｊ坪芒Ｓ
マルカン金物㈱（油み匹プ）

1

題字の変更を検討
﹁宇治市政だより﹂は︑昭和二

観光・産業・農業などの機能を
強めていかねばならないし︑ま

十六年十︸一月一日に創刊号を発行

そこで︑これぶ稿会に︑市民と

た︑通勤者のための住ｇ機能が

市を紬ぷパイプ役としての広報紙

して以来︑本号で四百号を迎えま

匈さ弓只・市の北部・酉部およぴ

をさらに胱みやすく親しまれるも

過度に発展することを放置して

南都において︑緑地あるいは緑

のにするために︑現在の﹁宇治市

した︒

地帯としての役割を果たしてい

はならないだろう︒

る農菜用地を維持することが重

○ナショナル住専店、冷・暖・給湯設備設計施工

宇治橋給油所、横島給油所
黄莱給油所

配管材料
建築金物、機械工具、日曜大工道具、・水道、ガス、
国鉄宇治駅前ＴＥＬ22−2131

Ｍｏｂｉｌ代理店

○総合金物商

寥χつｕ︒
Λ餓餅Ｖ
旧家では︑神棚・仏檀・屋敷
神の祠・薦憚︵かまど神︶・床
の間・厠︵かわや北闇⁝︶神・

六日の夜は寒供養といって︑

洸い米で︑七草がゆを炊く︒床

雪除けの牛王宝印︑五ヶ庄蔵林

ぜんぎいを食べ︑七日の朝には

火をきり出し︑旧暦九月の豆名

の間の七福神は︑この日に隣近

寺における十日の歩射・十五日

元日の朝の用意は︑たいてい

Ａ元日Ｖ

月の日に取入れた豆殼を燃料に

所の七福神といっしょに帰られ

男託が行なう︒当碧で清浄な・

して雑煮を炊く︒

念仏︑伊勢田の作田神社で行な

のダイダイＺ

咎異な行事は各地にあった︒

われた﹁大縄さま﹂の神事など

るといって︑七日の朝に線香を
家人の雑煮膠にはそれぞれ︑

だという︒
Λ松の内Ｖ

しかし︑市内におけるこのよ

れらには︑私たらの祖先のｍ
や願碩がしのぱれて︑まことに
興味深い︒
︵宇治市史綱さん室若原英式︶

パンシュメル教授と送られてきたレポート

砂道
あげ︑戸口を少し開けておくの
鏡餅●ｓＩｔカン・はんだわら・か
ちぐり・ごまめ・かずのこなど
の十二品が添えられる︒同じも

うな行事の︑多くは既に廃絶し

◇

ていて︑古老の昔語りにそのよ

門松や注連飾りは十四日にと

たに戻るが︑町々にはその日ま

りはずし︑家々はふだんのすが

うすが聞かれるにすぎない︒そ

のは神棚や歳徳神の棚などにも

・万歳などの門付けが来て賑わ

で太神楽・荒押祓い︵厄払い︶

︒だ︒年賀の挨拶には︑二日から

元日には︑︼日中門戸を閉ざ
し︑掃除もせず︑ 風呂も焚かず

れでもなかには︑一部の地域や

供えられた︒︒

薬も飲んではいけないと言われ

う︒宇治郷代官上林六郎家では

少数の家扁で︑いまなお守りつ

ね・三本入扇箱・銭百文を与え
たという︒
また︑旧暦ではたいてい松の
内に節分の日があって︑豆を徴
き︑いわしやあらめを食べる︒

づけられている風習もある︒そ
｀

それぞれに白米一升・鏡餅一重
出かけるのが普通であった︒

Λ野まつり︒
山神まつりＶ
茶農家では︑正月ニｎｉＧ早朝
から白い紙で幣をつくり︑茶園
に行ってその幣を立て︑ホμツ

旧年中は格別のお引き立てをたまわり厚ぐお礼申し上げます。

謹 賀 新 年

えぴす・大黒・井戸神・土蔵押・
十二の神さんと呼ぷ歳徳神︑元

1月15日の早朝に行われるとんど（東笠取）

（2）
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新しい歳の神を迎えるため，辻から

新春の催し

このつどいの対象となる万は昭

四月一日までに生まれた方です︒

新春市民歩こう会が︑一月三日

鵬

津星

11

01ＣＭ旧

閏

Ｐい

50腿
0

0
0
1114

111に

0
1
瀾

黄福

10．50〜ｌｌ，30
木幡
14．00〜14．50 岡屋

岡蔵

山谷山
南広御

償却資産の申告

●・市史を学ぶ会…ｌ月10日と24日の午後1時30分か

ら市民会館図書室で開きます。
︵保健衛生課︶

︵資産税課︶

●・宇治市読書クラブ協議会では，寄贈図書を「そよ

︵保健衛生課︶

且椋公会堂11十一 時三十分

開公民館＝十一時二十分

小倉公民館＝十一時十分

木幡公民館＝十一時

黄果自衛隊正門＝十時五十分

菟漠公民館＝午前十時四十分

亡？・一月十一日︵火︶

イ又の巡回引取り

へおたずねください︒

したら︑資察噪禰却資産諸櫛係

囲などでわからないことがありま

なお︑償却資産の対象となる範

産蟹獄

▽提出先・・・市役所資産税課償却費

類別明細書

▽提出奮類・・・償却資産申告書と種

期限は一月末まで
事業活動に使っている償却資産

二年一月一日現在の償却資産につ
いて︑必ず申告してください︒
申告用紙は︑一 月十日までに各
事業所へ郵送します︒
▽提出期限・・・一月三十一日

い︒

○母子手帳と筆記具を持参くださ

・を測ってきてください︒

○会場へ来られるまえに必ず体温

は二時半から三時半まで︒

三種混合の予防接種
百日セキージフテジア・破傷風

り行います︒

の三誤答予防接種を別表のとお

周二歳から四歳のこどもは一期

▼対象

と二期を終了していただき︑小学
校六年生の問に三期を受けていた

のうえ︑別表の三回目の

もれた児童は保護者同伴

︵学校で実施しましたが

一年半の間に一回

▽二期・・・一期を終了後︑一年から

回

間から八週間の間隔で三

▽一期・・・はじめて受ける年に三週

だきます︒

六地蔵
25日9．50〜10．30（火）

を所有されている方は︑昭和五十

広大神

野広野集会所前
開大開小入口明神明公民館横

必ず受けましょう

︵社会教育課︶

たちに盛大な拍手をお送りくださ

たらが参加します︒元気なこａｊｊ︶

ッカーで︑およそ三百人の子とも

霜目は︑剣道や串法︑柔道︑サ

塔ノ局公園で行われます︒

月十五日︵祝日︶の午前十時から

スポーツ少年団の初けいこが一

初げいこ

スポーツ少年団

14．00〜14．50平盛
会場で受けてください︶

いずれの会場も午後二時から三

▼時間

▽三期・・小学校六年生の間に一回

京都電電サービスセンター

四条河原町高鳥屋新館5階
ＴＥＬ．（075）223−1951代表

1お気軽にお立ち寄りぐださい。

・ｏ・日本電信電話公社

新春市民歩こう会

当日は︑牟前九時半に市役所前

︵月︶に行われます︒

に集合し︑京都市の桃山御陵方面
へ約六ａ歩きます︒
参加を希望される万は︑軽装で

弁当︑水筒︑交通賢を持って集ま
ってください︒午後四時頃に用郷
で解散します︒

13日10．00〜10．50大久保（木）11．10〜11．50西大久保
時半まで︒ただし︑笠取第二小

28日。10．00〜10．50
（金）11．10〜12．00
14．00〜14．50

丘紫ヶ丘公民館前
田遊田三角公園原緑ヶ原児童公園

は午後一時半から二時︒笠取小

平野町児童公園
福角公園前
一古ｒｌｎ−ｔ＿ヵＩＩ―

26ａ10，00〜10．50
（水）11．10〜12．00

直接市役所へお越しください︒な
お︑午後一時ごろに現地で解散し
ます︒

初詣り歩こう会
一月十六日の日曜日︑大津市の

う会が開かれます︒

立木観音を目的地に︑初詣り歩こ

当日︑午前八時に市民会館に集
合してください︒
参加を希望される方は︑軽装で

☆防犯は心のカギと家のカギ
☆おでかけは隣りへ声かけ
家にカギかけ

15．

ます︒

ス球団の野村克也監督の講演やＤ
新しぐ成人を迎える方は︑こぞつ︒

成人の日のつどい
成人を迎えたことをよろこぴ合
Ｊ尾崎千秋さんをかこんでの討諭
て参加ください︒

和三十一年四月二日から三十二年

い︑揺れ助ぐ現代に自己を失わず
会︑うたごえのつどいなど≪催し

めようと︑きたる一月十五日に﹁

消防出初式

にｌ￡急いｒいｃ決車＊Ｈ

成人の日のつどい﹂が宇治中学校

恒例の消防出初式は︑一月七日
団員の表彰が行われたあと︑泊Ｍ

体育館で開かれます︒
この催しは︑成人を迎える青年
︵金︶午前十時から︑宇治川場ノ

☆暴力を追い出せ締め出せ社会から
☆冬休みは子供にくぱれ目と心

談一

お願いします。

川元茶工場
川竹久商店横広場
町明星町集会所前
り

カポンプ十二台が参加︒

男女によってつくられた﹁成人の

評判の一斉放水︵今年は三十二﹇

団の基本ポンプ操法や救助訓霖︑

から放水﹈などが実厖されます︒

鳥で行われます︒
この出初式には︑消防職員九十

日のつどい実行委員会﹂︵会長ｎ

二名︑消防団員三百五十二名︑自
衛消防隊七十名と化学消防車やは

児査

す。

梅本康央さん︶が準備をすすめて
きたものです︒
当日は︑午前十時から式典が行
︵消防本部︶

児査

血ｍｉ不足していま

あ。直＊ｉｌＶＬＳｆｔｔｔ。

77謹賀新年

ＡＨＡＰＰＹＮＥＷＹＥＡＲ

ください︒

児談

希望者

営
業 （●べんりな各種通信機器の展示と実演
ｉ ｛●効率的な通信システムのご脱明・ご相談

きな電話

ひと部屋に1台すて

妊婦

●・市民会館図書室は，1月5日から開室します。

かぜ号」．ｔたは市民会館で受け付けています。

2．9
2．10
2．14
2．14
2．14
2．15

1．19
1．20
1．24
1．24
1．24
1．25

49年1月生

18日10．00〜10．50
（火）11．10〜12．00−−
20日10．00〜10．50
（木）11．10〜11．50
14．00〜14．50
三種混合予防接種日程表

母子手帳を必ずお持ち下さい

児室
月
い

3教

−27

21日10，00〜10．40野（金）11．00〜11．50南陵
ユニチカ
一丁目横

3回目
2．18
2．21
2．21
2．22
2．22
2．23
2．24
2．24
2．25
2．28
3．1
3．1
3．2
3．3
3．7
3．7
3．7
3．8

2回目
1．28
1．31
1．31
2．1
2．1
2．2
2．3
2．3
2．4
2．7
2．8
2．8

1回目
1．7
1．10
1．10
1．11
1．11
1．12
1．13
1．13
1．14
1．17
1．18
1．18

会場
小倉公民館
開公民館
北木幡集会所
菟道公民館
広野公民館
大和田公会堂
紫ヶ丘公民館
木幡公民館
市民会館
西小倉集会所Ａ
〃Ｂ
東目川公民館
西大久保集会所
伊勢田公民館
神明公民館
笠取小学校
笠取第二小学校
且椋公会堂

みなさんのご協力を

宇治市役所
1．10

献血デー

−9．30
26−

しご車を含む消防車丈｀︑小型勣

＝伊勢田町遊田六九−九

26

9．301
公民館
一公民館

われたあと︑プｎ野球ＩＩホーク

守るために

芦田裕一ちゃん︵一歳︶

449

健康を

自動車文庫（1月分）
そよかぜ号巡回日程
111．00 希望者

市役所
保健衛生課
12−
1。

相
コーナ

11．00
一公民館
19−

血圧相談

13．30

労働セツル
（市民会館1階）
12
1。

母親教室

51年1月生
13．301

市民会館3階

1歳
健康診

満1歳の乳児
−20

健康相一

−7

15．00
−
13．001
14−

3歳
健康診

−11

1。

満4ヵ月〜
9．30
1
11．00

大和田公会堂
開公民館一
労働セツル
−14

乳

満3ヵ月〜
13．301
労働セツル

漓4ヵ月の乳児
14．00
（市民会館1階）

−20

対象など
日

−10
−19

場所
一広野公民館−
月

−1

宇治保健所
13−

よ

15．00
−
13．001
ミ』−

昭和52年1月1日発行第400号
昭和 19年ｉ月ｉｔ日第ｊ種郵梗物認可

り
すご

Ｊ邨
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第400号
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水

火

16

15

14

日

祝

金

13 12

11

10

9

8

7

6

5

木

水

火

月

日

土

金

木

水

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

17
月

1月の相談カレンダー

木

19 18

1祝

20

2日

土

金

−3月

21

−4火

日

22

家庭問題相談︵川東公民館10時〜16時︶

火

23

法律相談︵川東公民館13時〜15時︶

水

月

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

木

24

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

結婚相談︵川東公民館13時！15時︶

金

26 25

り。ｓａ．ｉ＾ｔ，Ｂ．ｓ．ｓ。伽。昭和52年ｌ月日発行（4）

精神薄弱者相談︵市民会館13時〜16時︶

如一土

−
30日

1
31月

■このほか︑市政相談と消費苦情相談は市役所で︑教育相

談は教育委員会で︑日曜日を除く毎日受付︒
家庭児童相談は月〜金曜日の10時〜16時︑宇治福祉園内

で︑また高齢者職業相談は毎週火・木曜日の10時〜16時

宇治橋通り分庁舎内で行います︒

■高齢者職業相談
定年退職された人や高齢者の人で再就職をご希望の方は

気軽にお越しください︒毎週火・木曜日午前九時から午
後四時まで︑分庁舎︵宇治橋通り︶で就職促進指導官か相
談にのります︒なお社会福祉協議会でも毎月第三木曜日

に高齢者職業相談を開いていますのでご利用ください︒

28 27

治市政？ごよ

城南衛生管理組合綴喜郡八幡町八幡荘沢ＴＥＬ075−631−5171〜3

1／5

25府営西大久保団地
槙島町（東・西目川，南落合，一の坪，大曲）

−
7

27宇治（善法，東山，本町通り，折居道，下居，権現町，
小桜，里尻．戸ノ内，若森，矢落，米坂，池森，弐番
野神，ユニチカ野神社宅，ユニチカ琵琶社宅）

826宇治（大谷）．神明（全域）
羽拍子町（国道筋を除く）．南陵町（全域）
1028菟道（平町．丸山，車田，出口，谷下り，森本，大垣
内）．宇治（紅斉，山田，又抗東内，山本，乙方，宇
文字，国鉄以東の里尻．壱番，妙楽，蓮華，塔ノ川，
金井戸）．白川（全域．志津川（全域）
1131広野町（丸山，中島．宮谷，大開，小根尾，尖山）．
開町（全域）
122／1大久保町（京銀前から自衛隊前までの府道筋，井ノ尻，

くみもれになった場合はマンホールから確認のうえ2〜3日中にご連絡ください。

143小倉町（浦和，山際，大京，中央，大成，南浦），
伊勢田町（遊田，砂田）
17

六地蔵（柿ノ木町を除く）．木幡河ｍ．正中，北・中
御蔵山），槙島町（上，中，下，下村，中河原，吹前，ｍ
場）．宇治（蔭山団地，ユニチカ蔭山社宅）一

18

広野町（1〜5丁目，末広通り，円蔵院前，桐生谷，
一里山，開ケ丘，神明バス停より国鉄踏切ｔで，寺山1
大久保町（久保，大竹，近鉄以西の上ノ山，山ノ内，
北ノ山，南ノロ）
小倉町（南ｍ池．堀池，西浦，蓮池，大和）
伊勢田町（南遊田）

20

木幡（南御蔵山，御蔵山商店街，御園，陣ノ内，登り．
花揃，赤塚，平尾，北山畑，桧尾，北畠，金草原，南
山の観音寺台，向陽台，桐ケ丘）

21

五ケ庄（新開，平野，折坂，福角，一番割，上村，岡
本，日皆田．―里塚），明星町全域．菟道（隼上り，
西中，東中．薮里，中筋．出口一部，門ノ前，田中，
荒槙，京阪三室戸住宅）

22

六地ｍ（柿ノ木町）．木幡（西浦，中村，大瀬戸，西中，
東中，南山畑，南端，南山）．五ケ庄（広岡谷，府道筋
以東の芝ノ東，京阪以西の西浦および新開）

22内畑，西中，中村（国鉄以西），大瀬戸（国鉄0ｉ9），壇ノ東，熊小路．南端（9鹸以Ｈ），木幡の西浦
24大林，芝ノ東（国鉄以西）．五ヶ庄の西浦一部，梅林
25寺界道，古川，西田，北ノ庄，野添，谷ノ前，五ヶ庄の西浦一部．自衛隊官舎
26五ヶ庄の西浦一部．新開，平野府営住宅．折坂一部
27福角（国鉄以西）．日皆田，岡本，上村，大八木島
28車田一部，平ＨＩ．一里塚，戸ノ内（槙島飛地）
29車田，丸山，出口，森本（国鉄以西）．谷下り（国鉄以西）
31福角（国鉄以東），折坂（国鉄以東），平野．一番割．二番割
2／1五ヶ庄の西浦（国鉄以東）．三番割
2芝ノ東（国鉄以東）．広岡谷，南端（国鉄以東），中村（さつきヶ丘）

ら

132伊勢田町（毛語，井尻，中山，若林，大谷，北山）．
犬羽拍子町（国道筋）．小倉町（近鉄以東の小倉町全域．
宇治（半白）

宇治市民憲章か

ケ原（中の田，中の荒．新中の荒，新成田．蔭田）．安
田町（全域）伊勢田町（伊勢田口以南の国道筋，伊勢田
口からウトロまで）．名木町（全域）

1／132／3南山
144南山畑，北山畑，大瀬戸（国鉄以東）．中村（国鉄以東）
175東中（国鉄1＾東），北畠，桧尾，金草原．平ｓ．須留
18花揃，赤塚，陣ノ内（国鉄以東）．御園．畑山田．北創園．正巾（国鉄以東）．町並一部
19町並．奈良町．畑町．北御蔵山（平尾）．中御蔵山四丁目ぐ太涌り以北）
20中御蔵山（五丁目より）．御蔵山，炭山
21徳永，柿ノ木町．一丁目，札ノ辻，河原，紺屋町，正中（国鉄以西）．西中一部，東中（国鉄以西）．陣の内

自川・志津川・菟遭・宇治・神明・広野・開・羽拍子・大久保地域
1／132／3宮東，宮酉．宮北，石塚の―邱，小根尾一郎
144開．ｍｍ子．蛇塚，石塚

近鉄以東の上ノ山，田原，且椋．平盛．広野町の緑

19

し尿収集日程表

24木幡（熊小路，壇ノ東）．五ケ庄（西田，古川，寺界道，梅林，野添．岡谷，芝ノ軋大林，西浦，てｌニ・三番割
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
府道筋新開，京阪ｍ西の平野，京大宿舎）

6

すみよい環境をつくりましょう

もえないゴミ収集日程表

市役所清掃課ＴＥＬ223141番

18戸ノ内，小柾，」巽尻，若霖，ｊ＾落，宇文字，宇治橋通り以北の妙楽と一番
20蓮華．妙（Ｋａ，平等馳ａ，富ａｍ塔ノ川，白川，乙方，東内，又振，山田，紅斉，西中一部，薮凩一部
μ陥丿恚凶原，田中，門ノ前．只川，中筋．荒槙。
27Ｊ返．Ｂ．ｍ．土曇
皿
ｉｔ／Ｏｉ．ａｉｙ！＾，：Ｋｒｒ，±ｙｉｕ．＾ｍＭ，＾＾−ｍｍｍｉｍ＼ｂｘ泥ｆ
31寺山，＿色堡画意昼釆），笞谷の一鄙
＾ｇ．＾ｏｊ．−ｍｕｊｍｍｐｊ．ｍ．ｍｍｐｉり

小菖・伊舅田・槍鳥・宇治・羽拍子ｍｍ・
1／132／3中山．大谷
144北山（Ａ・Ｂ・Ｃ・ｏ団地），井尻．大谷一部．西山一都．巾央台
■ゴミ
し尿の収集
175東・西目川．南落合（0〜3通り）
年始のゴミ収集は，もえるゴミｌＣついては1月4日から，−また，もえないゴミについては5日から開始しますｅ
18西山（国道以西）．神楽田（山中団地含む）．南落合（4通り以隆）
19南浦（100〜110．84〜98．30〜33）．大京団地
■し尿
ミ収集は，もぇるゴミｌＣ 20南浦，西浦一都．神楽田一部（近鉄以西）
12月21日発行の市政だよりでお知らせしましたように．1月6日から12日までは特別収集の日程になっています。
21山際，半白
月4日から，また，もぇ
22薗場，下村，堤防下，北内一部，大河原線．大幡
24十一，幡貫．−ノ坪，門口，北内．春日森
ついては5日から開始し
25蓮池．老ノ木，久保．西山（国道以東）
26東山，中畑一部，天王一部，蔭山 ・
27寺内，天王，堀池，南遊田
28西浦，南堀池（本通り以南）
発行の市政だよりでお知
29南堀池（素通り以北）
31南堀池（大和，田中）
たように．1月6日から
2／1南山（近鉄以西）．ウト□，中ノ荒，西畑，中畑，羽拍子（国鉄以西）．毛語一部
特別収集の日程になって
年始のゴミ・し尿の収集
のゴミ・

2若林．毛ｆｉ．中山一部．遊田．安田．砂田

住宅事業部●ナショナル住宅
●木造住宅（新築・増築・改築）
●わく組壁工法住宅（ツー・パイ・フォー−）

あたらしい歳もどうぞよろしく………

木材事業部●木材（内地材・南洋材）
●住宅設備器機
●住宅設計のご相談

本年は昨年以上に、みなさま方とのコミュニティーを
深めてまいりたいと思いまず。
・ｌ島産業嬰

よろしくお願い申し上げます。

昭和52年元旦代表取締役田島忠夫
社員一同

本社／宇治市広野ＨＴ西裏豊Ｍ774（43）Ｉ353

450

