唱な赤字をニ〜三年の短期間で

引く経済不況のもとで現在の大

財政自主再建計画
﹁自らの努力でその過去の赤

②

だけでなく︑経常的経ｉｉの異状

解消すると︑新規事業費の抑制

いま︑市内のあちこちで︑京滋バイパス環境影響評価の調査が行われてい
ます︒この調査は︑地域住民のみなさんから強く要望されている公害のない

ています︒

・自然景観︺

︹植生・野生動物

この項目では︑植生分布調査

予定で︑昨年十月に︑赤外線カ

や活力度調査︑定点調査を行う

ラー航空写真の撮影を行い︑現

道路づくりをめざして︑京滋バイパス環境対策協議会︵庄司光会長︶で決定
された内容を︑咋年八月に締結された宇治市と事業者である日本道路公団と

在は︑山間部への現地踏査に入
っています︒
︹農林業に対する影響︺
宇治川右岸の茶園調査︑農地
や農這の利用実態調査など八項
目の調査が計画されており︑現

調査も行っており︑既存資料の

在︑茶の葉分析調査などの現地
山間地域等の精阿一気象調査もす

宇治川右岸茶園付近の本格的な

五ヶ庄・槙局・菟這・炭山・
志津川・国道二十四号線付￥
宇治川右岸の茶園付近の七地点

また︑交通畜一調査は︑府這京

ともに測定腿？しています︒

都宇洽線︑同向島宇治線︑市道

地下水調査は︑振動に関する
地質調査と併行してボージング
調査が行われています︒

路線で大気汚染や騒音・振動な

環境に対する影響﹂︑﹁交通問

ぴ産菜に対する影響﹂︑﹁生活

ミごＩテご︑﹁土地利用およ

このほか︑﹁文化財﹂︑﹁＝

︹その他︺

どの調査とからませながら調査

題﹂などの調査項目があります

線︑それに国道二十四号線の五
ごとに年四回︑それぞれ一週間

を行っており︑すでに︑夏秋冬

宇治六地蔵線︑同宇治橋大河原

から二週間にわたって測定する

の三季分が終わっています︒

で大気汚染調査を実厖すること

計画で︑現在︑第二回目の測定

になっています︒調査は︑四季

に入っています︒

に観測局を設蹴し︑一年間を通

をもつ気象調査は︑西宇治公園

ポーリング調査も︑現在︑行っ

現況地盤の地質をつかむための

となる環境調査の基準点測量と

このほか︑予測のときに必要

査に入ることになっています︒

り︑今月から︑本格的な現地調

収集作業が主なものとなってお

が︑現在のところ︑既存資料の

また︑大気汚染に密接な関係

じての調査に入っており︑今後

がって︑比率が高いほ

表わしています︒した

ど︑財政が硬直化して

以降の各年度の具写μ出して

いることになります︒

います︒五十二年度の累積赤字
をこのように設定したのは︑

〇〇〇万円の財産収入があっ

︹表の見方︺

Ｈ奈艮町池売却により二億二︑

たが︑これを来年度の事業に
充当することになったこと

にさかのぼって一号下位に改

如職員給与を昭和五十二堡

定し︑一億四︑ニＯＯ万円を
留保したこと
などの理由があったほか︑今後
引き続いて事務事業の洗い直し
をすすめ︑市税収入の向上や不
屈＜・急の事業の執行留保に取り
組むことにしているからです︒
また︑表の経常収支比率は︑
経常的経費に︑経常的一般財源
︵市民税や固定資産税︑交付粗

いに全力をあげて我が這を邁進

しい年金百切るために︑お互

いだろうか︒この苦しい︑きぴ

とに救いが与えられるのではな

とすじに全力を尽ぐす︒そのこ

とともに無心になって我が這ひ

のであろうか▼願いごとをする

閣に参拝するだけで達せられる

い︒だが︑私達の願いが神社仏

昌しますように﹂と祈るのもよ

のみ﹂もよい︑﹁今年こそは繁

りをする︒﹁苦しいときの神だ

多くの人達が︑神詣でやお寺参

が過ぎて行ぐ・・・▼新春を迎えて

流れる︒静かな無心のひととき

ぐ読経の声が全山にこだまして

式が始まったのである︒低く高

が流れる︒一年に一回の股菅謂

歩く︒やがて︑静かに読経の戸

うそぐに一つひとつ灯をつけて

の中で︑苦い僧が仏像の前のろ

僧が参集していた︒薄附い本堂

本堂に入る︒本堂には歎十人の

い︒それぞれの御堂を参拝し︑

れているが︑さすがにすぱらし

万福寺とこの永平寺のみ点ａわ

されているのは︑宇治の黄栗山

が国で七堂伽藍がそのまま保存

全されているものと驚く︒今わ

くもこれだけの建物が立派に保

や高い階段をいくつも登る︒よ

なりの参拝者とともに長い回廊

る▼参拝者入口からはいり︑か

思っていたのが実現したのであ

平寺に是非一度お参りしたいと

またすばらしい︒この本山の永

ところである︒興聖寺の山門も

聖寺の参道︑琴坂は大変好きな

えられている︒私は従前から興

後年改称されたものであると伝

一二四四年︑建立した大仏寺を

聖寺の本山であり︑道元禅師が

曹圀尖本山永平寺は︑宇治興

て永平寺に参拝したのである▼

えた︒私は正月の休みを利用し

三の間

宇治市長鳥田正夫

したいものである︒

ｅ

Ｄ

の間の覚沓にもとづいて︑同公団京滋バイパス工事事務所か行っているもの

しましょう︒

順調に進む調査
調査は︑昨年八月の大気汚染

ることになっています︒

騒音は三十五地点︑振動は十

なお︑協議会は︑これまで十
四回開かれており︑次回には︑

調査を皮切りに︑協議会委員の

収集作業も進んでいます︒

調査事項の予測・評価の方法に

また︑二月中旬ごろからは︑

積極的な取組みにより予定どお

︹騒音・振動︺

り進んでいますが︑一月十日現

気象調査に入ることになってい

なお︑昨年十一月の段陶で︑

︹地下水および排水︺

ます︒

昭和五十二年度の累積赤字は十

て測定する計画で︑夏期・冬期

九地点を選び︑それぞれ︑開放

投資的経費を抑制し︑臨時的収

四億円と暴笛れていましたが

︹大気汚染︺

的な夏期と閉鎖的な匁幼に分け

支と経常的収支の均衡回復に努

Ｍ本目標では五十二年厦の累積

など︶がどれだけ充当されてい
るか＊ｌＫＶｖ比率を＜−ｖ＼トで

広野町朝日ケ丘七筋目右ｃ43−0291

なっています︒

力することによって︑実質収支

赤字を七億九︑二〇〇万円にと

尹び‰

ヅぬ

ついて論議が深められることに

いてはかり︑経常的収支の余剰

赤宇を極力縮少すること會措

どめるよう設定し︑五十三年屁

ます︒

しています︒さらに︑仕上期に

と設定︒遂行期には︑人件費や

計画の期間と基本目標

年度から五十七年厦までの五ヵ

な圧縮をもたらし︑それにとも

は︑臨時的収支の均衡を引き続

財政自主再建計画基本目標

を

−
五ケ庄大林
雪31−5509／

影と

皆様のお近くの美容室を
御利用ください

在の調査の進み具合をお知らせ

を確保することによって累槙赤
字を解消し︑再建後への調整財

る心配があること︑などの理由

市では︑これらのことに留意

源の留保にも努めることにして

これを年次のＭ本目標でみて

います︒

みますと︑下の表のようになり

し︑再建計画を段階的に着実に

遂行期︑あとの二年間を仕上期

二段階に分け︑最初の三年間を

すすめるため︑五年間をさらに

によります︒

京滋バイパス
環境影響評価

段階的に赤字を解消

字を解消し︑一定の行政水皐を

させるとともに︑赤字の原因と

維持しながら収支の均衡を回復

なった財政構造と財政運営の改
苔を行い︑さらに︑再建？時
には︑健全な財政運営を確保す
る﹂ＩＩを目的とする宇治市財

年で達成することになっていま

なって住民サービスの低下など

政自吏丹建計画は︑昭和五十三

す︒そこで︑今回は︑この期間

の弊害が大きいこと︑第二には
性急な﹁赤字減らし﹂は︑市行

と基本目標についてお知らせし

財政の改善を中途半端に終らせ

ましょう︒
まず︑再建計画の期間を五ヵ

577

年と殴定したのは︑第一に︑長

槙島町でのポーリング調査

1

／ｔｍ‰
毛髪から生まれたパーマ液昏
Ｌ−天然システインだから髪をいためません。
ｚａｓッいやな臭いもしません。
自なツヤでセットも畏持ち塙こ？
ダイナミックなボリューム、．
小倉丸山百貨店東＠22−1607
この・−グのｌｎｔごグｆブラッシングで思いのままのヘアスタイル。
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り

は勃＾靴すＩるシテ＾ノデ4のために

に納得しうる事柄なのであるが
地域編では︑そうした宇治市の
持性を﹃眺め︑読み︑語り伝え
る﹄ことができるように構成さ

を形づくっていた︒また︑前代

やがて新生する宇治市の各地区

表される社会運動の昂錫︑敗戦

なる闘いをみせた﹁山宜﹂に代

と諸問題︑そうしたなかで果敢

そうした活力をこの地の景観と

の生き生きとした姿があったし

そこには先行巻にかわらぬ庶民

市民編さん室までお申し出くだ

ますが︑新規閑入の方は︑直接

お知らせし第四者をお渡し致し

来の購読者へは︑葉書にて順次

は︑京都大学宇治構

構︒現在︑この廃墟

治火薬製造所の遺

九年に建設された宇

れた諸々の近代工場や軍事施殷

宇治川と深くかかわって設立さ

ている︒

治市の今日を支えるものとなっ

艮都市として大きぐ成長した宇

すべて︑市制を施行し住宅的衛

ていただければ幸いである︒

に︑そのあたりの指針を見すえ

かれている︒第四巻の各章・節

という都市の未来への途がひら

ますので︑第一巻図入希望の方

品切れ︒再版が予定されており

の残部がありますが︑第一巻は

さい︒既刊の第二・三者盛早

ている︒

内にひっそりと眠っ

なお︑今回は五区画の利用者

一人のお年寄りです︒

虚丹募集するものですが︑応募

者が多い場合︑もれた人は登録

︵福祉課︶

することにしています︒

■郵便局の簡易保険

タイヤチェーンを

■雪道には

●・市史を学ぶ会…ｉ

れる予定である︒宇治の歴史と
地理︑その生活と景観のありよ
うは︑俑更編とこの地颯編の全
六巻によって︑はじめて立体的
に知りうるといえるだろう︒地
域編の第五・六巷は︑現在編集

﹃宇治市史﹄第四巻

以来の地場産菓として全国にも
という過酷な現実からたくまし

調和させていくところに︑宇治

いよいよ刊行・発売
ｍ第四巻は︑近代日本の開幕
冠たる宇治茶菓の近代的発展︑
く立ちあがった庶民︑それらは

中である︒

を告げた明治新政府の樹立から
この地域を豊かに育ぐんできた

緑ゆたかな田園都市﹂として成

も︑名指交通・通信機関の敷殷

さて︑今鳳騨じた﹃宇治市

幾多の昔難を克服しながら︑﹁

長しようとする昭和五十年ごろ

と整備のもとに︑ここ宇治を南

に︑印鑑を持って福祉事務所へ

ご希望の人は︑2月10日まで

す︒

で︑宇治市に住所がある人で

上︵一月一日現在︶のお年寄り

利用できる人は︑滴六十歳以

す︒

りますので利用言征旅集しま

いますが︑まだ若干の余裕があ

︵市史編さん室︶

までの宇治の変貌を描き︑末尾

■老人園芸ひろば

︵資産税課︶

へ提出してください︒

市役所箕産税課償却資産諸扨係

申告・申請は2月28日までに

出してください︒

もお申し出ください︒

に4巻にわたる通史編を締め括

なお︑﹃宇治市卑一一第四巻の

得した人は︑2月28日までに﹃
特別土地保有税﹄の申告をして
ください︒
また︑登記が移っていなくて
も︑現実に引渡しがされている
土地であれば申告しなければな
りません︒取得の原因を問いま

利用者を再募集

｜

の窓
宇治市史

ようやく︑目素雅思︼第四
巻−近・現代の歴史と景観 ︲
をお送りすることができるよう
になった︒本市史は︑この巻を
もって歴史叙述のΛ溥史編Ｖに
区切りをつけ︑ひきつづき︑い
わぱΛ地域編Ｖともいうべき第
五・第六巻が刊行される︒古代
から現代に至る時間的な推移を
基礎としながら書きつがれてき
た四冊の溥吏編に対し︑この後
続巻は︑地区別の地理・歴史・
民俗の資料を呈ｙして﹁生活と
景観﹂のひろが2＊みよや ︸ず
るものである︒
私たちの宇ｍは︑その中央
部を貫流する宇治川によって分
断され︑おのずと東と酉との生

特別土地保
有税の申告

︵市民税課︶

本物であつかったのは︑わず

山城の核として機能させつづけ

役所市民税課で受け付けします

2月ＳｍからＣＯｍｉｆ？日まで市ずねください︒

るべく︑﹁未来への展里﹂と題

■申告が必要な人
申告期間中の毎土曜日とＣＯｎｒＳ2
日の日曜日は︑平日どおりの午
前9時から午後5時まで受け付
けします︒
なお︑申告用紙は2月上旬ご

せん︒

Ｗ｀9，
％．ｒ｀1，．・＾Ｗ゛ｓｓ，￠｀9．●
4，●゛−4｀゛1／1．，●へ．ｉ●・−

24日9．50〜10．40
六地蔵
（金）
10．50〜11．30 れ1
1400〜14．50−
28日10．00〜10．50 −甕
133§
（火）11．10〜11．50

活圏の違いをみせてきた︒この

2月16日から3月15日まで

ＴＥＬ0774（22 5555（代表）
ＴＥＬ（077488 2540・3252

本社〒611宇治市宇治県神社前
営業所〒610−02綴喜郡宇治田原町郷ノロ

大東京自動車保険代理店

，‥‥‥‥‥‥｜

大阪陸運局指定民間車検工場

ろに郵送します︒もし︑届かな

21日10．00〜10．50広野（火）11．10〜11．50大開

必ず本人が申請してください︒

17日10．00〜10．40野神（金）11．00〜11．50南陵町

する

亀．．

地

なお︑非課税土地の場合や特

14．00〜14．50平盛

申請できるのは︑一世帯につき

14日10．00〜10，50大久保（火）11．00〜11．50西大久保

例譲渡の認定を受ける人は︑申

15日10．00〜10，50開（水）11．10〜12．00伊勢田
開公民館前
伊勢田神社境内

い場合は市民税課までご連絡く

9日10．00〜10．50紫ケ丘紫ヶ丘公民館前（木）11．10〜12．00遊田遊田三角公園

告書とともに認定の申請書も提お年寄りに利用していただいて

14．00〜14．50緑ヶ原緑ヶ原児童公園

ださい︒書き方などわからない

晶

ことがありましたら気軽におた

れるものを除く︶など︒

トなどの特殊自動車︵課税さ

Ｏ車輛や運搬具・・・フォークジフ

事業冷暖房用の付属機械など

償却資産の申告を
まだ︑債却資産の申告をされ
ていない人は︑蓄一急︑申告して

償却資産とは︑土地・家屋以

ください︒

ロッカー︑計誕器︑放送設備

○工具や器具︑備品・・・机︑いす

レμろ
庫︑ネオン︑冒板な4
なお︑申告方法や償却資産の
対象となる範囲などでわからな
い点がありましたら︑資産税課

県平野町児童公園
角福角公園前
10．00〜10．50黄
22日（水）
11．10〜12．00福

外の事業に使用できる有形の固
定資産で︑その減価償却額︵費
︶が法人税法または所得税法の
うえから損金か︑必妥経費に算
入されるものです︒
たとえば︑

︵資産税課︶

へお問い合わせください︒

9．40〜10．10白川元茶工場
10．30〜11．00志津川竹久商店横広場
11．10〜12．00明星町明星町集会所前
一品

00〜10．50 小倉小倉幼稚園横広場
00〜14，40 蔭山ユニチカ社宅横
（水）

○構築物・・・餉装路面︑門︑ネオ
ン塔︑土木設備な4
0機械や装置・・・各種機械︑生産

そよかぜ号巡回日程

ことは︑既刊の通史編でも十分

市・府民税の申告

（その55）

■申告の受付

自動車文庫（2月分）
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車検ローン6ヵ月あるいは12ヵ月払いでＯＫ各種自動車販売
整備・保険料諸税・検査手続費・板金塗装等の整備に関する代金はすぺてＯＫです
各種大型特殊車より小型車まで

城南地区指定整備業務提携工場

大阪陸運局認証工場

578

たは︑全会員を対象とする
大会や行事を行う場合は︑
ｍ料を全額免除

活動︑または大会や行事に
支払っていただくことになりま

ないで偲用される場合は︑全額

局発行の昭和52年属格付通

京都府または近畿地方建設

〇測量︑地質調査およぴ建設コ
ンサルタント業務関係・・・申請
書︵建殷省統一様式︶︑現

書︑印鑑証明書およぴｍ

況報告書︑市税の納税証明

印鑑届など︒
〇物品関係︵裂造・販売︶・・・申
請書︵用屎契約係にありま
す︶︑市税の納税証明書な
μ3
0役務の提供業務関係・・・申間書

教室

学校施設の使用

まず学校へ申請
すでにお知らせしましたよう
に︑市では︑新たに﹁学校施設
儒用条例﹂を制定しています︒

事前に学校︵一校に限る︶へ団

・青少年団体︵十八歳未屑︶
の健全な活動に信用する場

使用料免除
もあります
合は︑信用料を全額免除

そこで︑学校施設を信用する
場合の手続きと便用料について

むけての練習は︑恒用料の

指名業者の資格審査の申肩を次

知書︑建盤混職金共済組

︵教育委艮会総務課︶

行ってください︒

の妥領で受け付けます︒

明書︑市税の納税証明書︑

▼申請に必要な書類

よぴ信用印鑑届なＶ

合加入証明︑印鑑証明書お

省統一様式︶︑許可登録証

○建設工事関係・・・申肩書︵建設

宇治市では︑昭和五十三年度

指名競争入札
申請を受付

なお︑免除を受けるのには︑

す︒

用意してある申請用紙に必要

一郭を免除

使用の手続きは︑次の順序で

︹使用の手続き︺

くわしくお知らせしましょう︒

25円

体登録していただかなければな

50円

りません︒したがって︑登録し

一般使用料一部免除の場合

それに属する団体の日常的

学校施設使用料（1時間につき）

Ｈ伸用しようとする学校へ行き

事項を記入し︑学毯艮へ提出
してください︒
叫申請が受理されれば︑お渡し
する納入通知書で信用料を指
定金融機関に払い込んでくだ
さい︒
如払い込んだ後︑学校長へ領収

ってください︒

書を提示して許可書を受け取

ｉｍの当日︑傀用者は必ず許
可書を持参し︑職員に提示し

︵用度契約係にあります︶
市税の納男訟明書なｇ

▼受付場所
市役所会計課用度契約係で
なお︑申謂については市の指
定の様式・手引きがありますの
で︑ご謂求またはお問い合わせ

▼受付期間
2月10日から28日までの午前
ください︒
︵会計課︶

9時から午後4時︵土曜日は
12時まで︶

不用品の交換市

る不用品を有効に活用し︑消費

日用家庭用品︑衣料

▽対象品・：保存のきく食料品︑

▽ところ・・・市民会館大会議室

午前11時〜午後2時

者意識や消費生活を向上させる

品︵新品か新品同様

後援により︑各家庭で眠ってい

ため﹃ポ用品交換恵一を開きま

のもの︶︑吊＆﹈用品

さる一月二十日︑市庁舎横で

を徴収しますのでご了承くださ

人の爾求がなければ︑支給され

複雑であり︑資格があってもぶ

のにもかえがたいものであるこ

必嬰になったとき︑それが何も

児童の御父兄へ

■小学校へ入学する

■スポーツ教室

■スポーツひろぱ

︵社会福祉協議会︶

2月14日︵火︶です︒

議室で行います︒なお︑今月は

通りにある社会福祉協議会の会

の午前10時から正午まで宇治橋

年金相談は︑毎月第二火曜日

ことになりまし4

月から﹁年金相談﹂をはじめる

社会保険労務士の協力を得て今

そこで社会福祉協議会では︑

す︒

を持たれている人も多いようで

ないなど︑受給方法や額に疑問

い︒
︵交通労政課︶

茶道教授を募集
■﹁対鳳庵﹂

■年金相談の開設

タピ Ｉに応じて﹁宇治市は人

とがわかります︒健康なうちに

存在すら忘れています︒しかし

健康なとき︑私たちは血液の

献血を呼びかけました︒

島田市長も献血

寄付金として売吟上げの10％

れた商品については︑手数料と

のは受け付けません︒また︑売

かし︑係が不適当と判断したも

10時から午後3時まで︑市民会
館大会議室で受け付けます︒し

なお︑出品は2月8日の午前

す︒この交換市は︑不用品を市

｀

価の半分ぐらいで出品していた
だき︑希里する品があれば買っ

11111111111−ＩＳＩＳＩＩ1111ｆ

ていただくものです︒

休慨爾ａ輝

13，00〜

・社会教育関係団体等およぴ

150円

9．30〜11．00
↓↓．Ｖり

京都市東山区今熊野池田町4−8電話（075）541−5375（代）

今

300円

希望者

駕？ヂ゛ｊ

京都支部
でんきの安全まもる闘関西電気保安協会

運動場
9．30〜
11，00

相談コーナー

ΞΞΞ＝＝＝＝＝＝＝＝ΞΞ＝Ξ＝ΞΞΞ＝Ξ＝ΞΞ＝

献血デー

200円
希望者

お知らせ
10．00〜12．00
血ｍｉ不足しています。
13．30〜15．30
みなさんのご協力をお願
10．00〜12．00
日本ジフィー食品 いします。
20（月）
13．30〜
三和研磨工業
15．30
青蛙研修道場
2．13（月）
洛南病院

500円
開公民館
川東公民館
神明公民館
市役所保健衛生課
血圧相談

母更
9．30〜

第439号
昭和53年2月1日発行
昭和2ｇ年＞月ｌ≪日露3覆糞便物皿可

体育館
2．8
15
22
2．8
22

13．30〜

Ｘ

13．00〜
13．30
母親教室

＝神明宮北四〇一一四

幼児相談

受付時間
対象など

てください︒

健康を

林雅子ちゃん︵一歳︶

守るために

15．00

3歳児健康診査

ちＡ
10．00〜11．00
1歳児〜3歳児

15．00

52年2月生
1歳児健康診査

Ｏ

2．6
8
50年2月生
9 宇治保健所
10
2．1
前・編
労働セツルメント
妊婦
8
後編

11．00
満6ヵ月児〜満ｎヵ月児

2．3
木幡公民館
16 小倉公民館
17 広野公民館
2．7
14 市民会館3階
21
2．21 市民会館3館
乳児健康相談

賃錨樹
15
16

開公民館
2．9

場所
月日

52．9．9〜52．11．9日生13．30〜
14．00
52．9．23〜52．11，16日生
3・4ヵ月児教室

行われた﹃献血デー﹄に︑島田

口の割に︑献血される人がまだ

すすんで献血にか加しようでは

事故やお産︑急病などで血液が

まだ少ないのが現状です︒血液

ありませんか︒

市長も献血︒島田市長は︑﹃は

は不足していますのでたくさん

たちの献血﹄運動のラジオイン

の人が献血してほしいです﹂と

579
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お宅では、電気を安全にお使いですか

みなさまのお宅では、コードを釘やステップルなどで柱や壁に固定しておら

れませんか。こんな配線は、漏電や火災の原因になり危険です。
専門の工事店に依頼し、安全な配線にお直し下さい。
当協会では、漏電・感電・電気火災の危険を防ぐために、定期的に電気配線

などの、安全診断をしています。

１水
１
２木
−３金

５日

−
４土

６月

２月の相談カレンダー
人権相談︵川東公民館10時〜15時︶

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

７火
家庭問題相談︵川東公民館10時〜16時︶

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

高齢者職業相談︵社会福祉協議会内10時〜15時︶
行政相談︵市役所10時〜16時︶
法律相談︵市民会館13時〜15時︶

精神薄弱者相談︵市民会館13時〜16時︶

家庭児童相談小倉一
公民館丿10時〜15時︶
年金相談
社会福祉協議会内10時112時︶
心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

法律相談︵市民会館13時？15時︶

８水
９木
10金
11祝
12日
13月

14火
−
15水
−
16木

移動市民相談︵緑ヶ原集会所10時？15時︶
−
結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

−−−１・︱−ｒ︱■■︱111111■Ｆｒｒ

■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︒

Λ相談メモＶ／
教育相談﹁入学するのにあたり︑前もって相談したい

宇治橋通り分庁舎内で行います︒

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

−︱

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︶

・

−
17金
−
18土
19日
20月
21火
22水
23木
24金

︱

27月 ﹁
トー！；−・︲−−
裴庭児童相談︵小倉公民館10時〜15時︶
８
２火心配ごと相談 社会福祉協議会内13時！15時゛

1
25土
−
26日

−

ことがある﹂﹁心身に障害があるためどうすればよいか
悩んでいる﹂﹁家庭教育について困っている﹂など︑教
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１

日程表

・

育について相談がありましたら︑教育委員会の教育相談

し尿収集日程表
市役所清掃課

もえないゴミ収集

Ｉ

室へご連絡ください︒指導主事が相談にあたります︒

一
一

−
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