市長＝議長

市民の理解と協力で

新年あけましておめでとうござ

市長市民のみなさん︑

ています︒とくに本年は︑昨年

険しい坂道を登る年だ﹂と考え

ます︒そして︑今年は︑﹁一番

た︒昨年一年間をふり返ってみ

いたしまして一年がすぎまし

努力をしなければなりません︒

け︑今後五年間で赤字をなくす

自主再建計画の初年ｍと位ほづ

の暮れに発表いたしました財政

ますと︑険わしい山を登る這に
たいへんしんどい年になると思

早いもので︑私が市長に就任

います︒

さしかかった年といえると思い

う意味で︑行政がａ協などとタ

農業振興にも力を
議長昨年︑農茉振興祭

イアププしてこれらの事業を行

ています︒

改善をすすめていきたいと号え

たが︑今年も︑いっそう検討・

必嬰があります︒

なども一定のメドをたてていく

京奈国道︑国鉄宇治駅前の整備

の最後の年度にあたっておりま

とくに︑このような財政危機の

おことわり

す︒このため︑市民のみなさん

もとでは︑行政の側から︑それ

議長いま︑市長が言わ

に公約されたことの実現にむけ

ぞれの事業の目的や計画を市民

とくに︑今年は︑議員の任期

﹂は休みます︒二月か

て︑今年は︑より活発な議会活

れたとおり︑宇治市は爾一︒要な課

ら毎月一日号に掲載し

動が展開されるものと考えられ
のみなさんにはっきりと示し︑
理解と協力を求めるようにしな

題をたくさんかかえています︒

ます︒

ます︒
また︑財政危機下になれば︑

ければ︑懸案の事項は解決しな

線複線電化︑公北Ｔ水道などい

宇治川改修の問題︑国鉄奈良

いと思いますね︒

いっそう議会の役割は重要にな
ってきます︒気持ちをひきしめ
努力したいと思っています︒
市長さきほども申しま

し︑﹁苦しい︑苦しい﹂と言っ

建の初年度にあたります︒しか

係方面への働らきかけをしてい

ろいろあります︒

いますが︑市民のみなさん︑議

ていましても︑市民の暮らしを

したとおり︑今年は財政自主再

会のみなさんのご協力を得て︑

守るという基本方針に立って行

きたいと考えています︒とくに

市長そうですね︑なん

この坂這を登っていきたいと覚

政をすすめていくことには変り

国が実施する事業については︑

とうございます︒

また︑城南衛生管理組合の第

昨年は︑市民のみなさんの要
蜃を適確に行政に反映させるた

二清掃工場問題︑京滋バイパス

議長議会としても︑関

て国に働らきかけていきたいと
考えています︒

けねばなりません︒行政として

のためには国から払い下げを受

示しています︒

議会も活発になっていることを

の要望をもっておられるので︑

る委員会の活動や樹能をもっと

ため︑議会の実質審議の場とな

したがって︑これに対応する

その手順を市民と議会に示して

その案にそって歩調を合わせて

充実させようという気運が定着

いただきたいですね︒議会も︑

いきます︒市長も︑ぜひ︑国に

するなど︑より一層市民のみな

さんと密着した議会運営の改善

対して強力な働きかけをしてく

市長そうですね︒折居

ださい︒

市長行政の方でも︑財

が進んでいるところです︒︒

政自ぷ丹建の中で︑ムダのない

国有林の活用は︑市・府・国の

効率的な行政を進める方向で検

三者が一体となって取り組まね
ばなりません︒また︑用山城全

正月早々から新年度予算の編

体の問題として位ほづけ︑広域

成に入りますが︑その土台にな

討しているところです︒
です︒もちろん︑宇治市が中心

るのは︑はじめにも甲しました

的に連けいしていくことも必要

になって︑市民総ぐるみで取り

いかした﹁緑豊かなまちづくり

宇治の持っている豆かなを然を

市長ところで︑私は︑

を保護しながら︑どのように活

も大きな財産です︒豊かな自然

財産ですが︑宇治市民にとって

市長折居国有林は国の

実現可能な夢として考えていき

変なお金もいりますが︑将来の

ろなものが考えられますね︒大

合︑青年や老人の家などいろい

委員会を開く回数なども群をぬ

の議会は︑他市と比べてみても

議長ところで︑宇治市

しい市民会館など︑有効な利用

は現実的な夢の一つですね︒新

議長折居国有林の活用

も高いようです︒これは︑市民

を視察にこられた関係者の評価

いて多く︑極めて活発で︑宇治

盤に直結した5らしの周辺整備

政が圧縮されてきても︑生活基

は正しい方向だと思います︒財

議長そうですね︒それ

いるんです︒

の芽だけでも出したいと思って

協力を得て︑休日診療センター

には︑医師会や歯科医師会のご

市長たとえば︑新年度

だきたいですね︒

っていくことを基本にしていた

社会的に恵まれない人たちを守

んでいるようなもの︑あるいは

十三年度予算は︑市罠全体が望

ますが︑そんな中にあっても五

いとどこかにゆがみができてき

議長財政事情がきびし

得ません︒

きぴしい予算編成にならざるを

にあたるということです︒大変

ように︑財政自主再建の初年度

組まねばなりません︒

﹂という夢をもっています︒

たいですね︒

もう一つは笠取ですが︑ここ

ばなりません︒

は都心部に近い山間地というこ

のみなさんが行政に対して多く

然を︑市民みんなが利用できる

なりませんね︒宇治川付近はで

よう観光面でも塾備しなければ

を早く実現させたいのです︒そ

に新年度予算をつくりあげても

また︑将来に展望のもてるよう

民サービスの低下のないように

う言葉を大切にしながらも︑市

苦しいときには腹八分目﹂とい

市長が就任のとき言われた﹁

には努力してほしいですね︒

とで︑テニス＝Ｉ卜村︑国民宿
化するようなものはもちこまな
いで⁝⁝︒
議長私の家も宇治川の
近くにありますので︑川畔をよ

や革新市長会などでの活動を通

議長このところ︑人口

市民のみなさんが積極的に消化

観だと思います︒治水とこの景

く散策しますが︑すばらしい景

らいたいと思います︒

展開するとともに︑市民嬰望を

議会としても︑活発な論議を

じて︑行財政制度の改正や財源

の流動が定着しはじめているよ

しはじめていますね︒

観を両立させた宇治川改修に取

確保を国につよく働きかけてゆ

け︑市民のみなさんの期待にこ

公平に行政に伝える運営を心が

くことにしています︒このこと
は︑財政を再建し︑市民生活を

この総合叶画は広範囲ですの

ついて︑目標と計画をはっきり

議長国と地方自治体と

守るうえでぜひ必要です︒

で︑当面する行政のｍ．妥問題に

示したうえで︑市民各層の協力

市長いずれにしても今

うですが︑それとともに︑三年

を得て︑行政の実をあげるべき

の矛盾はどことも同じで︑私も

年は大変な年です︒﹁耐乏と創

前策定された宇治市総合計画を

それに︑伝統産菜ともいえる

だと思います︒とくに︑この財

全國議長会などを通じ多様な活

意工夫の年﹂として︑全力をあ

り組んでいかねぼならないＡＪ＊

お茶の生産にも力をいれなけれ

政難のときには⁝⁝︒

動を国にむけてやっています︒

げてがんばりたいと思います︒

よろしくお願いいたします︒

す︒

たえていきたいと考えていま
宇治には︑広大な巨椋池干拓

ぱなりません︒ちょうど今年は

市長そうです︒市民総

また︑議会としても︑独自に取

るための対応が必要です︒

ｍの米作地帯がありますが︑国

全国茶品評会が京都で開かれま

ぐるみのまちづくりをめぎすの

作物には私もぴっくりしまし

の強力なＭ反政策で︑﹁京都Ｍ

すので︑上位入選めざし努力し

り組んでいく必要があると思い

た︒

≫﹂だけではもちこたえられな

にはいい時期です︒

ます︒

てほしいと思っています︒
基木問題として︑米作ａ家を守

また︑一方では︑全国市長会

いところにきています︒農菜の

えています︒

市民ぐるみで国に働きかけ

きるだけ自然のままにして︑俗

宇治川や朝日山など宇治の自

用できるのかをみんなで考えね

実現したい折居国有林活用

めの議会運営に男力してきまし

とか実現していきたいですね︒

悟を固めているんです︒

ありません︒とくに︑福祉に後

幅のある審議を通じて︑一致し

議長あけましておめで

退は許されません︒

財政再建の初年度に
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がありましたね︒勁労者はａ菜

市長出品された立派な

上清一議長（右）

みなさまの南京都信用金庫

をご入金いただいたお客様に粗品を差しあげます。

京 都 Ｉ ？ 宇 冶 市宇冶麗ｇ33Ｓ地

うのはいいことですね︒

新年度予算に

斤新進堂印刷

対談する島田正夫市長

暮らしを守る

斤宇治市役所

とのかかわりが少ないと思いま
すが︑両者の接点をつくるとい
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す

ましておめでとうございます。
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●1月から「貯蓄の日」にかえて「積金デー」がスタートします。

●積金デーに「定期積金」や「ΥＹぎ積金」などの積金（103，000円掛以上）

の窓
宇治市史

宇治の一年は︑毎年正月五日
に県神社で行なう﹁初あがた祭
り﹂で幕をあけ︑十二月五日の
﹁終いあがた﹂でその幕を閉じ
ていた︒なかでも︑旧暦五月五

日の夜半に執行される例祭の賑

いは︑いまも六月五日の夜から

翌朝にかけて︑この宇治の町中

を興奮の畑綱︵るつぽ︶におと

しいれている︒近年︑とみに﹁

茶の町﹂としての︒宇治らしさ

（その54）

京都新聞の前身である﹃日出
在の近畿日本鉄道京都線︶がそ

また昭和三年には奈良電鉄︵現

大正二年には京阪電鉄宇治線が

新聞﹄の明治三十二年一月七日

つ二つ紹介してみよう︒

の祭日ほどの賑いはないが︑か

﹁初あがた祭﹂には︑この六月

つては多くの參限客が宇治の町
れぞれ開通されている︒
加えて︑明治三十三年十二月

付は︑﹁宇治県神社初祭﹂と題

初祭を執行せしが︑余興は宇

宇治県神社にては︑一昨五日

毎年一月五日初祭りには︑宇

りを次のように誘なっている︒

くの人々で賑うこの初あがた祭

三十日付の﹃日出新聞﹄は︑多

治全町を十組に分ち︑造り物

いる︒

して次のような記事を掲載して

を埋めた︒
初あがた祭に際しては︑河内
方面の崇敗者たらが裸体で県神

初和として奉納する行事がとり

や地軍︑豊国踊・煙火・曲馬

社神前に米俵を運びこみそれを

行なわれていたが︑いまではこ

行事超源は古ぐ︑それは︑梵天

の河内の人々による初穂奉納の

つてしまっている︒しかし︑こ

人は奈良鉄道よりせしもの二

大に賑ひたるが︑当日の参幽

あり︑町内各戸紅灯を掲げ︑

・太々神楽等︑租々の催ふし

月一日より五日まで毎日半賃

ｓ＞宇治へ行ぐ人は往復ともＴ

発軍し︑奈良鉄滋全線各駅よ

条宇治間汽車凡そ一時間毎に

集することなるが︑本年は七

に販売す︑五日の当日には茂

店は製茶其他の特産物を廉価

社は京都より用万梢︵やや︶

因︵ちなみ︶に言う︑宇治県

声を聞くも又趣味深かるべし

﹁初あがた﹂の一日に︑静かな

ての賑いは失なわれてはいるが

単調なもの︒いまはもう︑かつ

も五日目ともなれぱなんとなく

治に種々の余興もあり参詣群

れも薯衣の献進という形に変わ

渡御が河内友回の崇敬者が組織
万七千余人︑其他より参詣せ

東にあれば新年恵方に当る

初あがた祭
する各講社によって奉仕される

楽・神楽・角力︵すもう︶・

がでしょう︒

宇治の正月を味わわれてはいか

山社中の狂言尽し︑謡曲・音

ありし日の宇治の正月風景のＩ

金にして各料理店は景物券を

浄瑠璃等の奉納あり︑又四日

出す︑帰途停軍場前の景物渡
し所にて抽籤によりて租々の

コマである︒

たちの昌男可能性を表わし︑

強ぐ結ぴ合っている姿蛮鏡し

空地を譲り受けて取り組むとの

の建取ということで︑農林省の

当な場所がないか考えている﹄

は変っていないので︑どこか適

しかし︑大集会所建殴の方針

である︒

当の多額の単費を出すのは困難

今日の財政事情の中で︑時価相

したいとの方針を出してきた︒

話をすすめていたが︑国は売却

初は︑空地を借り受ける万向で

これに対して︑市から︑﹁当

ました︒

のか﹂という意見などが出され

答えだったが︑どうなっている

ています︒

て欲しい﹂と地元の意見が出≪︶

所なので︑市として対策をたて
地颯の宇治第一連合町内会︵辻

れました︒

■ガイドヘルパーの派遣

■新春こども大会

人です︒申し込み受付は1月5

でください︒定員は先着百五十

と回答しました︒

次のように市民スキー教室を開

これに対し︑市から︑﹁あの

催します︒

日からです︒

場所は交差点であり︑その中に

警察の方でも検討してもらって

▽とき・ Ｈａｒ22日︵日︶

ろいろな問題について意見が交

今回話し合われた申から京阪

むずかしい︒市としては︑宇治

いるが︑移設などは現実として

▽ところ・・・

かれ︑地颯から肖されているい

宇治駅前の交通対策問題と川東

川改修にともなう宇治橋のかけ

マキノス

または︑社会教育課へ申し込ん

地斌での大集会所建設問題を取

替えをするときに︑盤備しよう

キー場

バス停があるのは問題である︒

吟上げ︑そのあらましをお知ら

と考えている︒それには︑京阪

︒レクジ Ｉシ ン協会では︑

せしましょう︒

の協力が条件となる﹂と回答し

小学生以下千九百円生八百円がそれぞれ必晏です︒

▽参加費・・・おとな二千三百円費と別におとな千六百円︑小学

参加を希望≪︶れる人は︑参加なお︑2月12日に2回目のス

費を添えて︑もよりの協会理事キト教室を予定しております︒

る人は参加

を希望され

賃スキＬ
まず︑京阪宇治駅前の交通対

換されました︒

本康会長︶との行政懇談会が開

昨年の十一月二十五日︑川東

交通対策など話合う

京阪宇治駅前の

行政こん談会から

徒のすこやかな前進を願って力

下部で教職員と地域保護者が生

寝正月と決めこんだ正月休み

五日は満月なれば宇治川の清

しもの一万余人に上りたりと

ガガ

酉小倉中学校

西小倉中の校区

流に寒夜の月を賞し︑千鳥の

云ふ︒

／／

急ピッ チで建設がすすむ南小倉小

土産品を呈し︑朝顔園は種子

形態に先行するものと9兄られ

／／

を定価半減にて分与し︑各商

てもいる︒

／／

〒613京都府久世郡久御山町下津屋41
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を失ないつつあるなかで︑さ

すがにこの日だけは︑赤搾をは

ずした茶摘み女の解放感と︑こ

が入り混った︑宇治ならではの

の年の一番荼を出荷する歓びと

雰囲気がかもし出されるのであ

現在︑正月五日に行なわれる

る︒

ｆｆ

／／

校区ど校章が決まる
ことし四月の開校めざして︑
申小倉小学校と西小倉中学校の
建股が急ピ＾Ｉｋで進められてい
ますか︑昨年暮れの市教育委員
会で︑両校の校区と校章が決り
ました︒

南小倉小の校区

南小倉小学校

策については︑﹁京阪宇治駅前

ました︒

市民スキー教室
にはパス停があり︑時間によっ

また︑大集会所建設について

しいので︑公民館の新築要望を

ては二台︑三台とバスが止まっ

重ねてきた︒前市長は大集会所

は︑﹁川東公民館の老朽化が著
なっている︒朝は通学路の横断

ているので︑交通渋滞の原因と

歩這にもなっており︑危険な場

Ｗ

匪別劃

畠けまびて宿笏ｔと弓邑容いま曾

町已
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●
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苦情がたくさん寄せられていま

ゴミ箱を倒して困るＩこんな

不用な犬︑ネ＝は毎逍月曜日

す︒

午前中に宇治保健所へもって行
ってください︒

よう

★すて犬︑すてネ＝はやめまし

健所へ

★いらなくなった犬やネコは保

★犬の放し飼いはやめましょう

●●

なお︑会場へ来られる前に必

■犬の巡回引き取り

●●

時間はいずれの会場も午後2

ず体温を測ってきてください︒

・●

時から3時半まで︒ただし︑東

子どもで︑いままでに一度

また︑母子手帳と筆記具を持参

宇治保育所︑北木幡保育所︑北
小倉保育所では産休明け保育を

−・

子どもは︑三〜八週間の間

も接種していない子どもは

そよかぜ号巡回日程

実厖します︒この場合︑生後六

●・

ださい︒
・三期・・・小学校六年生の児童
で︑学校で受けられなかっ

隔で三回受けてください︒

ニ種混合を︑三〜八週問の

菟逍公民館Ｈ午前10時40分ｔ

・1月10日︵火︶

が
Ｗ−
■−
−■
．皿

−
−−
■㎜
■■

必ず受けましょう
た児童は︑各会場の第一回
目の接種日に受けてくださ

百日ぜき・ジフテリア・破傷

目川公民館は3時までです︒

い︒

風の三種混合予防接種を行いま
また︑四歳以上六歳未満の

三種混合予防接種

す︒

もは︑指定のとおりに︑表の日

してください︒

−日駐車時間地区駐車場所

上︵ただし︑くりくま保育園と

ｉ自動車文庫（1月分）

お知らせ

11日10．00〜10．50紫ヶ丘紫ヶ丘公民館前
（水）11．10〜12，00遊田遊田三角公園
14，00〜14．50緑ケ原緑ヶ原児童公園

13日10．00〜10．50大保（金）11．00〜11．50西森保
14．00〜14．50平盛
に生れた人
▽と幸・ｉ月15日︵祝︶

式典は午後1時から

正午から受付

昭和33年4月1日まで

▽対象・・・昭和32年4月2日から

してください︒

成人のみなさん︑お気軽に参加

しい催しを企画しています︒新

委員長︲古川正さん︶では︑楽

人の日のつどい実行委員会﹄︵

一員として自覚するため︑﹃成

また︑これからの社会をつくる

を迎えたことを互いに吝ぴあい

1月15日は成人の日トト成人

成人式

しているなｍ．育できない場合

ずひＭ巍が家庭内外で仕ｍ

です︶六歳未同の乳幼児で︑い

生届けを出していることが必要

週間以上で︑1月31日現在で出

10日9．40〜10．10白川元茶工場
（火）10．30〜11．00志津川竹久商店横広場
11．10〜12．（Ｘ）明星町明星町集会所前
▽ところ⁝宇治中学校体育館

野神ユニチカ社宅前
20日10．00〜10．40（金）11．00〜11．50
南陵町一丁目横広場
（府道筋）

六地蔵
24日9．50〜10，40（火）

開開公Ｓ鮒前
17日10．00〜10．50（火〉11．10〜12．00
伊勢田伊勢田神社境内

歩こう会

・落語桂米二︵沢田正己君

・講演

・式典

▽内容

までに現在入所している保育所

︒■＞ｊ︶ｍ≪ｌ続き入所を希望
される人は︑1月7日から11日

十三年度

また︑現在入所していて︑五

に限ります︒

広野広野集会所前
19日10．00〜10．50（木）11．10〜11．50
大開大開小入口
ｌｊＭＭｉｒ宅ｉ
14．00〜14．50 神明神明公

出初式

27日10．00〜10．50南山（金）ｌｌ，10〜11．50広岡谷

なお︑最竃現制度をご希望

へ申し込んでください︒

10．50〜11．30 木幡岡屋
14．00〜14．50

散します︒︵社会教育課︶

なお︑午後1時ごろに現地で解

直接市役所へお越しください︒

参加を希里される万は罹装で

方面へ約6μ歩きます︒

前に集ふじ︑京都市の桃山御陵

あげますのでお申出ください︒

生日の新聞﹂︵第一面︶を差し

なお︑参加された方には﹁誕

・みんなで歌おう

本業生︶

Ｈ宇治中︑城南高の

けします︒︵保育課︶

の人は︑1月20日︑21日︑31日
1の午後4時まで保育課で受け付

▼市史を学ぶ会・

つぎの対象にあてはまる＾＾Ａ︶

程に従って接種を受けてくださ
間隔で三回受けてください

黄″百衛隊正門前八⁝⁝時50分
木幡公民館八時
小倉公民館ｎ11時10分
開公民館1111時20分

︵保健衛生課︶

且椋公会堂111時30分

9。30〜

・二期・・・一期を終了後一年〜

不用な
犬・ネコは

保育所の入所申請
1月7日から受付
より12月21日号でお知らせして

受付日と受付場所は︑市政だ

いますのでごらんください︒

現在︑昭和五十三年度の保育

︶と福祉事務所でお筏していま

00〜

所入所具ｍ紙を各保育所︵園

入所申請ができる人は︑今年

9

−・一一−−−一

の4月1日現在で生後六ヵ月以

50年1月生

一年半の間に一回受けてく

30〜
し上

受け付けがはじまります︒

30〜

象

守るために

すが︑いよいよ︑1月7日から

一一

期・・・二歳以上四歳未満の

健康を

25日10．00〜10．50黄栗平野町児童公園
ｍｍ
（水）11，10〜12．00福角福角公園月1
14．00〜14，50御蔵山御蔵山
校

一一九番
火事・救急は

569

希望者
市役所
保健衛生課
1。

相談コーナフ

希望者
血圧相談

11．0

6ヵ月児〜ｍｉｌヵ月
ント
セツル

一後
20
一
．小＿倉
1．11一一
●−皿−

林裏由美ちゃん︵一歳︶
＝広野町東裏二八−七

公会堂

母子手帳を必ずお持ちください︒

＿＿・．＿＿一一．−．．！

編
一編 妊婦
前
−
1．11

−ｌ歳児〜3歳児
1．17

−一
市民会館3館
1歳児健康診査

セツルメン．ト

一一
室
教
親
母

15．0
Ｗ■

52年1月生
1

7

市民会館3階

24
・−−―・−

−一一一一−一
幼児相談
−

宇治保健所
ｚ歳児健康診査

14．0
52．8．18〜52．10．19日
ルメント
館ｌ階）
3・4ヵ月児教室｜

9．30〜

3回目
2．22
2．24
2．28
2ＯＱ
3．1
3．1
3．2
3．2
3．6
3．7
3．7
3．8
3．9
3．9
3．9
3．9
3．10
3．10
2回目
2．1
2．3
2．7
2．7
2．8
2．8
2．9
2．9
2．13
2．14
2．14
2．15
2．16
2．16
2．16
2．16
2．17
2．17
1回目
1．11
1．13
1．17
1．17
1．18
1，18
］．19
1．19
1．23
1．24
1．24
1．25
1．26
1．26
1．26
1．26
1．27
1．27
会場名
東宇治幼稚園
紫ケ丘公民館
菟道公民館
小倉公民館
西小倉集会所Ａ
東目川公民館
西小倉集会所Ｂ
北木幡集会所
木幡公民館
神明公民館
開公民館
広野公民館
日椋公会堂
市民会館
笠取小学校
笠取第二小学校
伊勢田公民館
西大久保集会所

●▽い一対゜

三種混合予防接種日程表
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6日10．00〜10．50小倉小倉幼稚園横広場（
金）14，00〜14．40蔭山ユニチカ社宅横

1祝

−2月

1月の相談カレンダー

15

14

13 12 11

9

8

7

6

5

水

火

祝

土

金

水

月

日

土

金

木
精神薄弱者相談︵市民会館13時〜16時︶

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時？15時︶

14水

18 17 16
木

−
28±

家庭問題相談︵川東公民館10時116時︶
法律相談︵市民会館13時〜15時︶

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

法律相談︵市民会館13時〜15時︶
結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

法律相談︵市民会館13時〜15時︶
移動市民相談︵開公民館10時？15時︶
結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

心配ごと相談︵社会福祉協議会内2時？15時︶

移勣市民相談時間の都合で市役所へ来れない人や地理
的に離れている人のために︑﹁移動市民相談﹂を月一回

Λ相談メモＶ

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︒

−ｕ庭児童相談は月！金曜日の10時〜16時︑宇治福祉園内

■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︒

1
29日
−
30月
1
31火

木

ださい。

すみよい環境をつくりましょう

宇治市民憲章から

●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・バイ・フフド）

代表取締役器琴住宅事業部

一口あけましておめでとうございます。
昭和53年元旦謹賀新年本年も倍旧のご愛顧を
お願い申し上げます。

し尿収集日程表

−3火

19
金

城南衛生管理組合
くみもれになった場合は

人権相談︵川束公民館10時〜15時︶

20

土

結婚相談︵川束公民館13時〜15時︶

21
日・

26木
−
27金

22

月

開いています︒国や府・市の仕事に関する問題など︑気
軽にご相談ください︒

程表

23
火

月

マンホールから確認のう
え2〜3日中にご連絡く

市役所清掃課

もえないゴミ収集日

25 24
水
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ゴミ減量に

ご協力ください
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