新聞報這等ですでにご存知の
ように︑宇治市内の中学生にも
︒覚せい剤汚染 が広がり︑数
名が覚せい剤を乱用していたこ

覚せい剤の乱用は︑本人の生

とが明らかになりました︒

活の乱れはもちろんのこと︑生
命の尊厳にかかわることであり
また︑重大な法律違反の行為で
もあります︒
今回の事件の妥囚として
▽交友の広域化
▽家庭教育のあり方
▽自室をもら︑密室化している

絶滅へ社会全

行をやめさせるためには︑法律

す︒この恐ろしい薬物乱用の流

かえる根深い所産ともいえま

臨促生きがいを持
や一部の人ぴとの力だけでは十

とが考えられ︑今日の社会のか

近年︑青少年の非行が低年勧

として︑学校の指導体制をいっ

私は︑今後︑この事件を教訓

おります︒

ないことをしたと痛感いたして

なさんや社会に対し︑申しわけ

深く反省しています︒市民のみ

言クが不十分であったことを

なかで︑生徒の遊ぴや行動のチ

す︒明日をになう胃少年の健康

性を十分認識することが大切で

ての人ぴとがその有害性︑危険

からこの広告を募集しています

そこで︑広く市民のみなさん

れていない﹂と答えられた人は

います︒また︑﹁道路が舗装さ

備﹂の一二・六％の順となって

政へ転換していくことが急務と

活の利便や安全をはかる道路行

ては︑自動車優先から市民の生

て︑今後の退路行政の課題とし

我が師の恩︑教

えの庭にも早や

幾年・・・ ︒六ヵ

年の小学校生活

童は︑今︑新し

を終えた幼い学

ぴしくこわい感じの先生であっ

生は女の先生であった︒大変き

に入った心一−︑最初の担任の先

忘れることはない︒私が小学校

かし︑その当時の思い出は生涯

私の小学校時代はもう古い︒し

としている▼遠ぐへ過ぎ去った

い希望に燃えて中学校へ進もう

Ｉ

いえましょう︒

ので︑ご希望の方は市役所文書

このことから判断して︑道路

一一・九％でした︒

舗装について︑今までの成果は

なお︑広告料金は一回六万円
で︑凸版を市で製作する場合は

一定評価されているとは思われ

︒仰げば尊し

広報課までご連絡ください︒

︲びのニ段分は広告欄とし︑広
その実費をいただくことになっ

﹁市政だより﹂
広告を募集
告料金を発行に必晏な諸経費の

ますが︑﹁道路のせまさ﹂を指

の道路行政を

市民生活優先

影響によるものと思われます︒

以前に行われた無秩序な開発の

発等に関する指導要綱﹂の制定

とは︑昭和四十三年の﹁宅地開

地の方に多いようです︒このこ

とくに人口の集中する新興住宅

摘されている人が二割強おられ

ています︒

乱用者の見分け方

一部にあてています︒

地域では⁝⁝

覚せい剤の恐ろしさ

た▼二学期に入って間もないあ

る日︑私達は隣町の記念碑山へ

の男の子を連れて来られた︒先

磯足をした︒その時先生は一人

生は私に﹁いっしょに連れて行

つないで︑先生から貰ったキャ

もをとりまぐ社会全体のご協力

ラメルを二人で食べながら二里

ってね﹂と言われた︒彼ＡＪ≫

地域住民の連帯強化︑小中学

がなければ︑これらの不正を正

生育成の健全な土垠づくり︑タ

った▼その時から先生への感じ

近い道を歩いた︒非常に楽しか

生からやさしい母親としての先

方が一変し︑きぴしいこわい先

パ＝やポルノ雑誌などの青少年

絶滅に︑勇気をもってたらあが

生に変った︒そして︑このこと

っていただくよう訴えます︒

非行の制止など︑この霖事件の

すことはできません︒

十分注意しましょう︒

態度や行動︑友だち関係などに

いう考え方をやめて︑子″もの

青少年を守ろう

がちな近隣との連帯家庭・地ｓ．学校など︑すべ

▽人口急増地域にあり・分ではありません︒

だない問題

▽クラブ活動や学習など︑学校

体 の取組みを
市教育長依田孝一
が覚せい剤を乱刷していたこと
そう強化していきますが︑家庭

えとなって生きつづけた︒苦し

化し︑また︑非行内容が多様化

いとき︑淋しいとき︑はげしい

が私の人生の上に大きな心の支
のまちづくりを望んでおられる

書いた︒必ず返事が届いた︒シ

ところ︑﹁予算が限られている

ベリアから引き上げて来た時も

太平洋戦争の中でもよぐ手紙を
また︑ぜひ力をいれてほしい

真っ先にあいさつに行った︒そ

ようで︑市民意識の高揚がうか

がら緊急度の高いものから重点

施策として︑福祉の充哭︑下水

の先生欠ほもういない▼世の

のだから︑優先順位等奮罠と

的に配分する﹂と答えられた人

道の整備︑道路や側溝の整備な

中が変った︑何もかも︒しかし

市の財政悪化を知っている人は七〇・九％−市では︑二百人の市政モニター

が四三・七％を占め︑﹁どらら

どがたくさんあげられていまし

り不便や不同は感じていない﹂

な力をりえられるものと信じて

そして︑それは人生の上に大き

いる︒今︑中学校に進もうとす

る多くの諸君に訴えたい▼諸君

にはやさしい母がいる︑小学校

きには何もかも打ち明けて話の

いる︒困った心一−︑苦しいと

できる人になってほしい︒それ

で教えをうけたやさしい先生が

をお聞きし︑それを行政に反映の集いに参加していただくほか

は自分自身のために必嬰なので

この市政モニター制度は︑市れた二百人がモニターに委嘱さ

させていこうと設けられている日常的な随時通信などで意見を

島田正夫

もので︑昭和四十七年に発足し出していただくことになってい

民のみなさんの要望や意見などれ︑アンケート調査やモニター

市政モニター制度とは

の一四・六％︑﹁排水路が不完

の結ぴつきは変ることはない︒

小学校時代の心のふれあい︑心

かと冒えばこの意見に賛成﹂と

﹁生活環境﹂
道幅が狭い

あり︑多くの方が市民総ぐるみ

た︒

の方を対象に︑﹁生活環境と市民意識︑市政に対する関心度﹂についてアンケー
ト調査を行いましたが︑このほど︑その結果かまとまりました︒たくさんの貴重
な意見か寄せられましたか︑市の財政事情︑道路などに関する質問の中から︑主

よく話合って

事業は市民と

れます︒

機≪ｓ＞ｆｔｉることが必要と思わ

力を得︑市民総ぐるみでこの危

んにはっきり示して︑理解と協

業の目的や計画を市民のみなさ

を行うときには︑それぞれの事

なものをとりあげてお知らせしましＩつ︒︵今回の回答率は七五・五μでした︶

そこで︑このような地方自治

市政モニターのアンケート結果
現在︑全国の各地方自治体で

その結果︑﹁知っている﹂と

体の財政惑化の情勢をどの程度

答えられた人が七〇・九％︑﹁

は財政悪化が大きな問題となっ

の改革や財源確保を強ぐ働きか

認識されているかについてたず

けており︑一方︑内部努力とし

聞いたことがある﹂と答えた人

ています︒宇治市もこの例外で

て昭和五十三年度から五ヵ年で

が二六・五％となっており︑﹁

ねてみました︒

赤字解消ををめぎす財政自恣丹

知らなかった﹂と答えた人はわ

はなく︑国に対して行財政制度

建計画に取り組むな＼！＆政危ｓ

した︒

ずか二・六％しかありませんで
しかし︑市民のみなさんの理

いう人を合わせると七七・五％

がえます︒

が明らかになりましたが︑これ

す︒

新進堂印刷
印尿茜

よく話し合い︑事業を選択しな

や育友会︑地颯社会など︑こど

このたぴ︑市内の中学生数名

電話＠3141㈹

の打開につとめています︒

宇治市長

ある︒
選挙人名溥から無作為に選ば

大阪市北区梅田2丁目4番9号、

京都市下京区鳥丸仏光寺上ル
山城支社宇治市宇治一番117の4

三の間

ました︒ます︒

新聞社

サｖ＾・＜凋ポー5

京1属サンケ噌″新聞裳ｔ

京 都 府 宇 ｉ ｆ ｉ市宇冶琵琶ＳＪ番地

この結果から︑ほとんどの方

大胆に主張します

？Ｔ宇治市役所

が︑財政危機の情勢について認

585

解と協力がなければ︑この危機
≪Ｓ＞≪︶れません︒

どの新聞も同じでしょうか

サ：・ｒ・ヌポー5＾

見開き2ページ。「山城コーナー」週二回掲載。
全国紙と地方紙を結合させたユニークで魅力的
なサンケイ新聞をご愛読ください。
（朝夕刊月極め定価1，700円）

ご講読申し込みは
京都サンケイ新聞社
ＴＥＬ．075（351）3560
販売店
宇治（23）5462
大久保（43）2984
小倉（23） 1558
黄槃（32）5369
木幡（32）0325

一面に京都ニュースを毎日掲載。地域面も連日

スポーツ
レジャーは

京ＭＢサンヶ・Ｔ新聞社が誕生

ｌ

覚せい剤汚染
するなど︑多くの問題点のある

知ってます』70．9％

は︑大変︑残念で悲しいことで

『市の財政悪化

昭和53年3月1日発行第442号
2ｇ年2月ＩＯ日第Ｓ種郵便物認可
昭和

（1）第ｚ種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価ｌ部5円＾ｔ＆｜ｊ珍すごより

財政自主再建計画
果を検討し︑次のように抑制し
たり節減につとめます︒
・他の公共団体︵一部事務組合
︶に対する負担金については

施設整備は現在の計画による
ものとし︑運営経賢は増加し
ないように常に連絡協議を密
にし︑最低必嬰額にとどめ
る︒

は︑補助曇両における交付
にとどめ︑市単独の上積み部

・報償費は︑各祠謝礼を含めて
必要最少限度の範囲にとどめ
る︒

のは統合を働きかけるなど︑

的な資金管理を行い︑一時借入
・特別会計への繰出金について

ついては基金化につとめる︒

は︑繰り出す額奎握的に算

金の抑制を極力はかって︑利子

定するとともに︑それぞれの

経費の節減につとめる︒
負担の軽減につとめます︒

特別会計の健全化につとめ

・その他の団体に対する負担金

の借り替えなど︑良質な資金

的情勢の変化によってその便

・義務教育用地債の政府資金へ

施設や商工業施設等︑地場産

・市単独事業の補助金は︑農業

命が終っているもの︑団体

や補助金は︑行政内容との関

業の育成事業に限り︑一定の

投資的経費

Ｍがｔいもの︑社会的・経済

枠内において措置する︒
独自の財源等でまかなえるも

る︒

・国および府の負担事業である
の︑補助の実行性がないもの

の確保につとめる︒

名所・史跡等文化財保護のつ

そのほか投資的経費について
は︑補助金等の特定財源を的確

に︑新たな補助＜ａ等の発生は

等を見直して抑制する︒さら

共施設については︑その損傷

深い道路や教育に直紬した公

場合︑市民生活にかかわりの

経費の節減につとめる︒この

実施時期の延長などを行い︑

・維持捕修資は︑重点的禰修や

同和対策︑市民の健翠と福祉

活に直結する都市基盤整備や

・投資的経費は︑日常の市民生

とめます︒

て執行し︑歳入欠陥の防止につ

急度や効果などを十分に検討し

その他の経費

ぎ足し補助金や︑弱者救済の

の増進をはかる事業衆ぷに

に把握するとともに︑事業の緊

一環である融資の補填等は︑

程度を精査し︑効率的な禰修

置き︑市民妥求に基づいた緊

極力さける︒

がある場合に備えて︑財政規

▽優良職員

を哭施する︒
︵おわり︶

急ｗその財源度をよく考え

を行い︑市民生活の安全確保

模等に応じた一定額の保有を

て︑重点的に︑効率的に事業

公債費については︑将来にわ

はかる︒また︑宅造協力金に

と財産の保全につとめる︒

たる負担を的確に把握し︑その

・積立金は︑年度間の財源変励
営経費の実態に命つように要

増加を抑制するとともに︑計画

公債費

請するとともに︑構成市町お

受けられるのは次の方々です︒

御旅町納税貯蓄組合

▽優良納税組合およぴ組合長

槙局新田納税貯蓄組合
広野一丁目納税貯蓄組合

︵敬称賂︶

佐藤京子野上清一

▽斉治功労者
一日︑市民会館で︑自治功労者

奥山孝子︵上の中一︶
曽谷久吉︵広芝︶
松阪清彦︵橋本町︶

村井藤二︵志津川︶
士局敬三︵日の本会︶
▽町内会長およぴ自治会長
内田幸次郎︵神明の森︶
久保清高︵吹前︶
小西修次︵西浦︶
辻本康︵山本︶
長尾策司︵浦和第四︶
長島晃︵用陵︶

地連合︶

中村宇三郎︵府営西大久保団

長谷川久次郎︵石畑︶
藤林博窟︵南端陵和︶
和田弘之ａ草原︶

くらしをみなおす
連続講演会

おすみですか

をつけようこんな買い方︑

☆第二回・・・8月9日︵木︶﹁気

選ぴ方﹂京都府消費者忠酒

相談所の名倉三智子さん

いずれも会場は市民会餌内労

︵交通労政課︶

働セツルメントで︑午前9時半

から正午まで︒

時局講演会

税の申告
無料相談

日のいずれも10時〜14時

▽とき・・・3月2日︑3日︑9

ぴ京都銀行小倉支店

▽ところ・・今治商工会哨所およ

います︒早めに申告をすませま

9時から午後5時まで受付して

市・府民税の申告
申告期限は3月15日です︒市

月一日から三月二十日まで行い方は︑この檄会にぜひごらんく

税︵補否台帳の縦らんを︑三屋・償却資産を所有されている

▼不服の申し出＝・もし︑価格な

﹁登記簿﹂の地目に関係なく︑申し出をすることができま

ます︒提出してください︒

﹁現況﹂による評価となっていす︒三月三十日までに文書で

傾ｈＵｎＨ︵資産税課︶

固定資産評

ある人は︑

どに不服の

▼場所・・・市役所一階の資産税課

で︶

土・日曜日は︑午後三時半ま

午後四時半まで︒︵ただし︑

しょう︒

では︑4日と11日の各土曜日︑
12日の日曜日も平日どおり午前

﹁市役所連絡所﹂では取扱いで

ます︒ださい︒
土地や家屋︑償却資産を所有なお︑土地の評価については

などを記入した課税台帳を一定

3月1日〜3月20日

固定資産課税台帳の縦らん

﹁連絡所﹂の利用方法などで

期間︑無料で見ていただくこと

税の基礎となる固定資産の価格

くわしくお知りになりたい方は

土地の地目変更や家屋の新・

にしたのがこの縦らんです︒

︵市民課︶

○番へお問い合わせください︒

市民課の直通専用電話⑩〇ΞΞ

扱っています︒

これまでＷｓ＞﹁連絡所﹂で取

・抄本︑母子健康手帳などは︑

なお︑住民票の写しや戸籍謄

いします︒

るためですので︑ご協力をお願

商店が混雑します︒これぷ避け

きません︒受け付けが一時期に

昭和五十三年度の固定資産課増築などをされた方︑土地や家

聶≫詐ｉ
集中すると︑﹁連絡所﹂である

藤野金属工業株式会社

木村博美

▽篤志者

野田男福井光雄

扱いません

連絡所では

回︑表彰およぴ感謝状の贈呈を

などの記念式典を行います︒今

力いただいた方への感謝状贈呈

や篤志者などの表彰︑市政に協

年−︒そこで︑市では︑三月

市が誕生してことしで二十七周

昭和二十六年三月一日に宇治

自治功労者など表彰

市制施行27周年記念式典

よぴ団体等の性質が同質のも

あなたも本場﹁宇治茶﹂の味を楽

す︒

にお菓子がついて一服二百五十円で

分の見直しをはかる︒

一定の枠内で措置する︒

事業は重点的︑効率的実施

福祉施策は後退させず

⑤
しまれてはいかがでしょうか︒

ｉｉｉｉ

扶助費

３月1日から再開

茶室﹁対鳳庵﹂は冬の間休んでいま
したか︑3月1日から開席します︒
毎日︑午前十時から午後四時まで

§！≪ｓ？。

・国庫支出命︷をともなう補助金

平等院前の宇治川沿いにある市営

補助費等

開いています︒料金は︑抹茶か煎茶

対鳳庵
市営
茶室

回訓は
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植木・園 芸用・造園材料・卸と小売

造園・お庭の改造・植木の害虫防除・肥料入れ等は
お気軽にご相談下さい。

日本造園協同組合連合会々員・京都府造園協同組合員
＾ｍ
・1グさ園
ＴＥＬ22―8377白125
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﹃ことばの教室﹄
なお︑第二回以後の手続き

学校から連絡します︒

については︑﹁ことばの教室
あんない﹂のとおりです︒こ
の案内書は︑市教委︑学校︑

︵学校教育課︶
日直・半日厦北端〜

65歳の男子または女子
▽従事期間・・・53年4月1日ｙ54
年3月31日
希里される人は︑3月狛一日ま
でに︑市販の履歴書に必嬰事項
を記入し︑写真添付のうえ教育
委員会総務課へ持参してくださ
い︒
︵教育委員会総務課︶

1

0

000昌

家欧

9

バリ

白志明蔭

詰

Ｕ

一
1
1

4
1

3月3日︵ふ一一︶午後7時から
9時まで︑大久保小で︒

3月7日︵火︶午後7時半か

▽体操とバレーポール

ら9時半まで︑北小倉小で︒

3月12日︵日︶午前10時から

▽卓球

午後1時まで︑平盛小で︒

ＣＯ月12日︵日︶午前1ｃ時から

▽バドミント︒＼

宇治中で︒

る服装をして直接会場へお越

○参加される人は︑運動のでき

明14．00〜1450

幼稚園︑保育所にあります︒

以降受け付けます︒

い︒

はいつでも受け付けていますの

︵交通労政課︶

でお越しください︒

小・中学校の
宿日直者を募集

自動車文庫（3月分）
■スポーツひろぱ

神

凶入級を希望されても︑こど
もさんの状態や人数等の関係
で全員が入級できない場合が

定者のうち︑入紅を希望され

児見舞金﹂として一万円をお撹

︵社会教育課︶

しください︒参加は無料︒

■耳の日
無料相談を開設

▽とき・・・3月3日︵色

平盛14．00〜14．50平盛小学♂゛）

初心者教室

■オリエンテーリング

■中央婦人学級

一閲栞ａ活ｌ洲こ1団居Ｓ註Ｐ
午後2時〜4時
▽ところ・・・宇治保健所
▽診察︑検査︑相談︑指導など
耳の検診を行います︒

予防接種まだの人へ

野10．00〜10．50
開11．10〜11．50

児童・生徒を募集
小・中学生を対≪としていま

匈今回の入級者の申し込みは

あります︒

る人は︑入学予定の学校で申

㈹﹁相談﹂の申し込みは四月

叫費用はいりません︒
その他︑おたずねのことがあ

ことし四月小学校に入学予

す︒

ＳＨ＜？−月に何回かこの教室に
りましたら︑市教委︑学校︑幼

るこども

・その他︑ことばに問題があ

市教育委員会では︑昭和五十・話しことばの発遠のおくれ
三年四月から伊勢田小学校に︵たこ＾Ｗ︶
ことぱの教室﹂忿匿すること

入られる方の申込み受付をして

通って指導を受けます︒その
土︶までに︑それぞれの学校

込誉膏受けとり︑3月4日︵

ししていますが︑中学生以下の

11．10〜12．00遊田三角公園原14．00〜14．50緑ヶ原児童

霜ヶ

になっていますが︑この教室に

います︒

他の日は︑在席の学校で他の

また︑昭和五十三年度の第
二学年以上の児童については

次のとおりです︒

稚園︑保育所に申し出てくださ

るのは︑宇治市に住ひ小学生
こどｖｉＶ同じように学習しま

Ｈこの教室で指導を受けられ

す︒入級しないで︑相談だけ

に提出してください︒

どもです︒定員に余裕がある

でことばにつまずきのあるこ

を受けることもできます︒

ます︒

この時期にあてはまる人は︑
3月20日までに交通労政課まで

朗中学校卒業のとき一万五千円

いただこ ＣＨＪ ｌＥでは︑﹁交通
申請してください︒

交通事故で親などをなくした

遺児激励金﹂の制度を設けてい

子どもたちに︑健やかに育って

3月20日までに申請を

交通遺児激励金

場合は︑幼児や中学生も含め

例えぱ

﹁ジンゴ﹂を﹁インゴ﹂な

・﹁サル﹂を﹁タル﹂とか︑

どと発音したり︑発音のは
っきりしないこど■ｕ︶

しても︑ことぱが鼻にかか

ます︒支払われる時期と金額は

・くちぴるや口の中の手術を

ったり︑音にひずみのある

∽小学校入学のとき五千円

なお︑このほかに︑﹁交通遺

こども

途中でつっかえたり︑音を

・ことぱが出にくかったり︑

人で︑まだ申問されていない人

開10．00〜10．50開公民館前伊勢田11．10〜12．00伊勢田

一溜

10．00〜10．50 小倉幼稚園横広場
倉

長
■ジフテリア

9．50〜10．40
六木岡

地

蔵幡屋

大久保西大久保
10．00〜10．50
11．00〜11．50

暦

笑

閉

丘10．00〜10．50紫ヶ丘公民館前田

晶

南広

山10．00〜10．50沢井食料品店横，
岡谷11．10〜11．50小笠原氏

■入門
地方自治講座

留

黄福

聚10．00〜10．50平野町児童公園
角11．10〜12．00福角公園前

しょう
市内で買いま
タバコは宇治

Ｊ

首万

仕沈

・ｉエ

ス

一フ

ク

咄屑

み

拙付

休

套9

期

短
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ｎぺ毅鍬認諾宍鸞臨（9）943−8100㈹

同志社大学水泳部ＯＢ会主催
同志社スイミングスクール

申込先

Ｏスクールバス（無料）がお宅の近くまで定時に
送迎していますので、時間効率のよい通学が
できます。
〇入会金￥5，000
Ｏ授業料￥4，200（週1回）
￥5，800（週2回）

前期…3／25〜3／29後期…3／30〜4／4（4／2は休み）
9：30〜11：0010：30〜12：00
￥4，000（前期または後期）￥7，000（前・後期通し）
近鉄大久保駅，京阪くずは駅（男山・八幡地区経由）より無料で送迎しまナ。
住所・氏名・生年月日・電話番号・希望期間
添えて事務局までお申し込み（郵送可）ください。

○期問
Ｏ時問
○費用
○スクールバス
○申込み

＝槙島町落合二〇九

13．30〜15．30

中

本科クラス〔
日曜クラス
レディースクラス

受付開始
3月1日午前11時
定員先着200名

集

地区
10．00〜12．00

いします。
20（月）
宇治病院

＝Ξ＝＝Ξ＝Ξ＝＝＝＝一ΞΞΞ＝＝Ξ＝＝＝

健康を

松本勝紀ちゃん︵一歳︶

守るために

15．30

みなさんのご協力をお願

献血デー

4月から伊勢田
小にオープン

田中学校入学のとき一万円

一
三

くりかえしたりするこども

匹．
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10．00〜12．00
血液か不足しています。13．30〜

東目川公民館
3．10（金）
槙島小学校

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌ；
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●市史を学ぷ会

第442号

くみもれになった場合は

3／1

市役所清掃課

21

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

2

22

五ヶ庄（新開，平野，折坂，福角，一番割，上村，岡
本，日皆田，一里塚），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）

3

23

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

624府営西大久保団地

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

槙島町（東・西目川，南落合，一の坪，大曲，拾六）

し尿収集日程表

3月の相談カレンダー

月

1水

6

火

（4）

人権相談︵川東公民館10時〜15時︶

7

水

−2木

8

木

結婚相談︵川東公民館13時？15時︶

9

金

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

10

土

結婚相談︵川束公民館13時115時︶

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

法律相談︵市民会館13時115時︶

移動市民相談︵砂田集会所10時〜15時︶

結婚相談︵川束公民館13時〜15時︶

11

発行
−3金

日

−4土

13
月

家庭問題相談︵川東公民館10時〜16時︶

日

昭和53年3月1日

法律相談︵市民会館13時〜15時︶

月

水

14火

20

木

1
15水丿 精神薄弱者相談︵市民会館13時〜16時︶

23 22

金

16木

24

土

ｊ

25

17金丿

日

18土

29水
1
30木

1
31金

家庭児童相談は月〜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︒

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︒

Λ相談メモ∇

結婚相談結婚について︑悩みや不安を持っておられま
せんか︒結婚は人生にとって大事なものです︒紹介や仲

人のことなども含め︒婦人会の方が相談︒にあたります︒

毎週土曜日︵第五土曜日を除く︶に開いていますのでお
越しください︒

27
月

より昭和20年2月ｌＳ日第Ｓ種郵便物認可

宇治市政すご

第3種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価1部5円

城南衛生管理組合

マンホールから確認のう
え2〜3日中にご連絡く
ださい。

六地蔵・．木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
3／122車田一部．平町，一里塚．戸ノ内（槙島飛地）
223車田，丸山，出口．森本（国鉄以西）．谷下り（国鉄以西）
324福角（国鉄以東），折坂（国ｍ以東）．平野．一番割．二番割
425西浦（国鉄以東）．三番割
627芝ノ東（国鉄以東），広岡谷，南端（国鉄ｉ東）．中村（さつ含ヶ丘）
728南山
829南山畑，北山畑．大瀬戸（国鉄以東）．中村（国鉄以東）
930東中（国鉄以東）．北畠・ＩＳ尾．金草原，平尾須留
1031花揃，赤塚．陣ノ内（国鉄以東）．御園，畑山田，北御Ｍ．正＊（国鉄以東）町並一部
114／1北御蔵山（平尾）．中御蔵山4丁目（本通以北）．ＨＩ並，奈良町，畑町
・133御蔵山，中御蔵山（5丁目より）．炭山
144正中（国鉄以西）．西中一部，東中（国鉄以西）．陣ノ内（国鉄以西）．徳水，柿ノ木ＨＩ．一丁目，札ノ
155内畑，西中，中村（国銑以西）ｌ大瀬戸（国銑Ｅｌｉ9》，壇ノ東，西浦，熊小路，南端（Ｂ姐西）
16大林，梅林，芝ノ東（国鉄以西），西浦一部
17寺界道，古川，西田，北ノ庄，野添，谷ノ前，西浦一部，自衛隊官舎
18西浦一部，新開，平野府営住宅，折坂一部
20福角（国鉄以西），日偕田，岡本，上村，大八木島

725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）
827宇治（大谷，蛇塚）．神明（全域）
羽拍子町（国道筋を除く）．南陵町（全域）

1029広野町（丸山，中島，宮谷，大開，小根尾，尖山）．
開町（全域）
1130大久保町（京銀前から自衛隊前までの府道筋，井ノ尻，
近鉄以東の上ノ山，田鳳旦椋，｜平盛），緑ケ原（中の
田，中の荒，新中の荒，新成田，蔭田）．安田町（全域
伊勢田町（伊勢田口以甫の国道筋，伊勢田口からウト
ロまで）．名木町（全域）
1331

小倉町ｍ和，山際．大京，中央，大成，南浦）

宇治市民憲章から

928六地蔵（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）

白川・志津川・菟遭・宇治・神明・広野・開・羽ｍ子・大久保地域
3／122北の山，山の内．上の山，大竹，南の□．茶屋蓑
広野町の西裏ｃ府ａ以南）．久保ｃｍ鉄以・，寺山ｍ飲以・
425寺山（国鉄以東）．久保（国鉄以東）．冨谷，尖山，東裏ｃ府道以南）
627東裏（府道以北Ｊ，四衷（府道以北）．一里山，桐生谷，宮北
728宮東一部．宮西，小根尾，丸山，大開．一里山（府道以南，市道以東），中島
829開町．羽拍手．石ｍ．，蛇塚．伊勢田町南山（近鉄以東Ｊ
930宮東，野神，大谷，弐番（府道以南）．琵琶．大谷山（権現町）．
1031弐番（府道以北）．米坂．池森，若森，戸の内，矢落，小桜，里尻（国鉄以北）
114／1下居，善法，壱番．谷の辻（本町通折居道），宇文字，妙楽（宇治橋通以北），里尻（国鉄以南）．白川
133妙楽（宇治硯池以荊），連華．塔の川，乙万．東内．又振．山田，紅斎

144森本（国鉄以東丿，段の上，薮里．東ｍ耶上り．東中，西中．河原，田中，門の前，只川中筋，荒槙，妙見，谷下り．池山，出口
20田原，井尻，旦椋，平盛

伊勢田町（遊田，砂田）
144／1

菟道（平町，丸山，車田，出口，谷下り，森本，大垣
内）．宇治（紅斉，山田，又振，東内，山札乙方，字
文字，国鉄以東の里尻，壱番，妙楽，蓮華，塔の川，
金井戸），白川（全域），志津川（全域）

15

3小倉ＢＪ（南堀池，堀池．西浦，蓮？ｔｋ．大和）
伊勢田ＨＪ（南遊田）

ゴミ減量に
ご協力ください

−16
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．欠落，米坂，池森，弐番
野神，ユニチカ野神社宅，ユニチカ琵琶社宅）
17

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まで，寺山
大久保町（久保，大竹，近鉄以西の上ノ山，山ノ内，
北ノ山，南の口）

20

木幡（｜ｇ小路，壇ノ束）．五ケ庄（西田，古川，寺界道，
梅林，野添．岡ｇ．芝ノ東，大林，西浦，二・三番割

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）
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

田島産業賢
本社／宇治市広野町ｍ裏ＢＯ774（43）Ｉ353

588

