5月3日は

日本国憲法

の原理であり︑この憲法は︑かかる原理に基く
ものである︒われらは︑これに反する一切の憲

日本国民は︑恒久の平和を念願し︑人間相互

京 ・ 府 宇 冶 市 宇治琵琶33番地

新進堂印刷
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都市計画税など改訂
市税条例を一部改正
金額または出資金額が一億円

超えてはならない という制限

法で︒市町村が課税する場合に

都市計国税の税率は︑地方税

限度額が十八万円から十九万

哨均等割を非課税とする所得の

軽自動軍の税率は︑昭和五十二

度排出ガス規制適合軍にかかる

昭和五十一年度及び五十三年

に準じて百分の〇・三にされる

した︒近隣の市町でも法律改正

百分の○・ニ︶に引上げられま

限税率が百分の〇・三︵改正前

今回の地方税法の改正で︑制

伊藤久の店内は新茶の香りでいっぱいです

〈新茶無料接待……あなたに飲んでもらいたいのです〉

桜の花が一ひ

ら一ひら散り初

めるある日︑平

等院を訪ねた︒

花の鳳凰堂は美

しかった︒九百

有余年の長い歴

史の中で︑幾多

の政争がくり返された︒また︑

長い年月はげしい風雨に曝され

ながらもこのようなすばらしい

文化が︑宇治に存在することの

誇2＞とｉｂを改めて感ぜずには

おられない▼この日案内して下

さった石丸執事の話によると︑

奈良朝時代までの阿弥陀堂は用

向きに建てられていたが︑宇治

の鳳凰堂は東向きに建てられて

あり︑東から西方に向って礼拝

いる︒これは西方に極楽浄土が

することが極楽浄土への這︑と

たとのこと︒宇治川の清流と朝

いうことからこの堂が建てられ

いもちだけに友の肩によじのぽ

忘れかけていた自然との出会い

☆都市計画税

を超える法人を三つのランク

税率として規定されており︑市

円に引上げられました︒

年度に限り昭和五十年度の税率

負担を少しでも軽くすることな

日山を背に西方に向って鳳凰堂

を拝するとき︑凡人の私でさえ

も︑しばし心の静まる思いがす

る▼そのあと︑宝物館を案内し

てｉＭつた︒この館は︑昭和三

十八年より十ヵ年の歳月を費し

刄蔑されたもので︑九百年前

の扉絵︑鳳凰︑梵鐘︑雲中供養

菩薩︑それに天井︑壁︑柱の建

築彩色の模写などが展示されて

いる︒それらは︑華麗なる藤原

時代の姿をほうふっとさせるの

である▼このすばらしい扉絵の

中には落書きが多い︒﹁ながき

よのねむりもいまはさめにけ

り︑あさひかがやくみだのちか

ごろのものか詳らかではないが

いに﹂という歌があった︒いつ

だろうか︒また﹁江戸まとい︑

信仰のあつい人のものではない

って書いたであろうことを想像

萌えるグリーン、今あなたの季節

都市計画税の税率を百分の〇
・二五︵改正前は百分の〇・一
五︶に改正︒今後︑都市計圃事
業に重点を置き︑市民生活に直
結した生活環境の改啓や都市施
殴の整備事業に充てることにし

出︒慎重な審議ののち原案どお

に分けるとともに︑資本の金

町村はその範囲内において税率

法人市民税の均等割の税率

り可決されました︒これは︑さ

額または出資金額がＩ〇億円

市計画税の引上げなどを内容と

る三月に地方税法が改正された

を超える法人の税率が引上げ

ています︒

ことにともなうもので︑主な改

を条例で定めることになってい

区分について︑従来の資本の

正点は次のとおりです︒

られました︒

した市税条例の一郎改正案を提

☆市民税

法が施行されて︑ことしで三十一年になります︒前文には︑主権在

によっていましたが︑今回︑こ

ます︒︒︒

民主義︑平和主義など︑憲法制定の趣旨と目的が述べられており︑

囲が四〇万円から四五万円に

国勤労学生の税額を免除する範

の軽減措置が廃止されました︒

☆軽自動車税

また︑第九十二条では地方自治の基本原則が定められています︒こ

減免する範囲が四六万円から

田個人の市民税

の記念日を機会に︑憲法の前文を掲載しましたので︑ぜひ︑お読み

五二万円にそれぞれ引上げら

ガス税の免税点が六月以降︑

どを考慮し︑百分の〇・二五に

ところが多いのですが︑宇治市

ください︒また五月五日はこどもの日ですが︑昭和二十六年五月五

四︑八〇〇円から六︑〇〇〇円

とどめています︒

ｙべての児童は︑職業指導を受

ｍｍ意せられる︒

ｓれ︑また十分に整った教育の

︒一べての児童は︑就学の逍を確

徳的心情がつちかわれる︒

うに︑みちぴかれ︑また這

愛し︑科学点錆を尊ぷよ

五︑すべての児童は︑自然を

に引上げられます︒

では︑他市町の改正状況や市民

日に︑児童憲章が制定されています︒﹁児晋一は人として尊ばれる﹂

回法人の市民税

れました︒

☆ガス税

五月三日は恵法記念日ですＩ︒国のｍｉ法規としての日本国憲

印刷所

−憲法とともに児童憲章もお読みください︒
︵写耳は宇治保育所で︶

児童は人として尊ばれる
児童憲章

必機会が与えられる︒
ｙべての児童は︑その労働にお

われらは日本国憲法の精神にした
がい︑児童に対する正しい観念を確

て︑心身の発育が阻害されず︑

︑児童としての生活がさまたげ

立し︑すべての児童の幸福をはかる

ｎないように︑十分に保護され

胃を受ける機会が失われず︑ま
児童は︑人として尊ばれる︒

ために︑この憲章を定める︒

児童は︑社会の一員として重んぜ

化財を用意され︑わるい環境か

ｙべての児童は︑よい遊び場と

られる︒
児童は︑よい環境のなかで育てら

まもられる︒

れる︒
一︑すべての児童は︑心身ともに健

れる︒あやまちをおかした児童

に書かれている︒さすが︑まと

よ組幸助﹂というのが扉の上端

︑適切に保護指導される︒

人物がいるものだとおもしろく

し︑いつの世にも禄ほえましい

ｙべての児童は︑虐待︑酷使︑

い愛情と知殷盛扁一をもって育て

︑すべての児童は︑身体が不自

思った︒だといっｒ現今1な

やかにうまれ︑育てられ︑その生

られ︑家庭に恵まれない児童には

な場合︑または︑精神の機能が

建物に落書きさてはならない

任その他不当な取扱いからまも

これにかわる環境が与えられる︒

十分な場合に︑適切な治療と教

活を保障される︒

三︑すべての児童は︑適当な栄養と

ことはいうまでもない▼私はほ

宇治市長島田正夫

をあとにした︒

のぽのと！3た気持でさの平等院

と保護が与えられる︒

よって結ばれ︑よい国民として

住居と被服が与えられ︑また︑疾

類の平和と文化に貢献するよう

︑すべての児童は︑愛とまこと
四︑すべての児童は︑個性と能力に

︑みらびかれる︒

二︑すべての児童は︑家庭で︑正し

三の間

病と災害からまも巧れる︒

応じて教育され︑社会の一員とし

お茶ひと筋に伊藤久は今日も

八十八夜の宇治新茶

万宇治市役所

憲法記念日
︵前文︶

日本国民は︑正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し︑われらとわれらの子孫
のために︑諸国民との協和による成果と︑わが
国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保
し︑政府の行為によって再び戦争の惨禍が起る
ことのないやうにすることを決意し︑ここに主
権が国民に存することを宣言し︑この憲法を確
定する︒そもそも国政は︑国民の厳粛な信託に
よるものであって︑その権威は国民に由来し︑
その権力は国民の代表者がこれを行使し︑その

法︑法令及び詔勅を排除する︒

福利は国民かこれを享受する︒これは人類普遍

の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの
であって︑平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して︑われらの安全と生存を保持しようと
決意した︒われらは︑平和を維持し︑専制と隷
従︑圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において︑名誉ある地位を
占めたいと思ふ︒われらは︑全世界の国民か︑
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ︑平和のうちに
生存する権利を有することを確認する︒
われらは︑いづれの国家も︑自国のことのみ
に専念して他国を無視してはならないのであっ
て︑政治道徳の法則は︑普遍的なものであり︑
この法則に従ふことは︑自国の主権を維持し︑
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であ

日本国民は︑国家の名誉にかけ︑全力をあげ

ると信ずる︒

ての責任を自主的に果すように︑
みちびかれる︒

605

てこの崇高な理想と目的を達成することを誓
ふ︒

−−−−−

本社工場宇治市乙方83
平等院通り店電0774醇321代
三室戸店電0774翁702Ｏ
百番街店電0774剱20Ｓ2

レゼントに、新

こ、母の［1の

《地方送り致します》
専用電話（0774）23−3993
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▽ところ・・・五ケ庄平野の平野甚

9時半〜12時︵雨天中止︶

▽とき・・・5月14日︵日︶午前

ださい︒

お子さま連れで多数お越しく

工場を見学していただきます︒

川にある府立茶業研究所の製茶

望の人には︑パスに乗って︑白

ことにしています︒また︑ご希

市民茶つみの集い

5月14日に

新茶の香が漂う宇治のまちト
先月二十五日から茶摘みがはじ
まりました︒
市では︑市民のみなさんに自
分の手で︑茶の新芽を摘んでい
ただこうと﹁市民茶つみのつど
い﹂︒を催します︒
当日は︑茶摘みのほかに新茶
を心ゆくまで映わっていただく

コーラス教室

星座教室

之丞さん所翼裔一
参加される人は︑午前9時半

χＯ
ＩＶ

︵経済茶業観光課︶

駐車時間

いずれも時間は午前9時から

合評・今後の活動

第九講Ｈ7月13日︵木︶

人形の勤し方

第八講＝7月6日︵木︶

発声の練習

第七講＝6月29日︵木︶

竺晨置づくり

第六講＝6月22日︵木︶

人形づくりＩ

市公民館へ︒定員は百人︒

記して︑5月12日までに︑宇治

住所・氏名・年齢・教室名を明

参加申込みは︑往復ハガキに

こども大会

そよかぜ号巡回日程

第一調︲ＩＤ月19日︵金︶午後
7時・開講式・班分
け

津星

開勢

ｈ

錫

詣

瀾

垢
1ぐ

昌

黄福

県10．00〜10．50平野町児童公園
角11．10〜12．00福角公園前
︵社会教育課︶

めに︑小学生のみなさんから標

明るくすみよい環境をつくるた

しい自然や貴重な文化財を守り

標語を募集

で準備してください︒

で行います︒また︑昼食は各自

なお︑雨天のときでも体育館

もらうことにしています︒

こどもたちに思い切り楽しんで

どいろいろ楽しい催しもので︑

詣

広大神

野開明

10．00〜10．50
11．10〜11．50

＝Ｉス名と住所・氏名・年齢・ 会の斉藤祠温さん︵宇治野神45

参加申込みは︑往復ハガキにお問い合せは︑山城民謡研究

料費として五百円が必妥です︒▽ところ・・・宇治硲ノ川の静山荘

があたります︒また︑人形の材午後1時から

きます︒指導には︑公民館職員▽とき・・・5月7日︵日︶

委員会二階の公民館会礒室で開開くものです︒入場は無料︒

Ａ・Ｂ両＝Ｉスとも︑市教育け︑ 歳時記に構成して発表会を

活動の民謡を作業唄や盆唄などに分

7時合評・今後のや舟唄などを緻り込んで︑日本

第七講＝6月23日︵金︶午後ものをもとに︑宇治の茶摘み唄

形の動し方今日まで研究会が学んできた

9時〜午後3時人ています︒

第六講＝6月ｏｏ日︵日︶午前民謡を保存することにもつとめ

くりくに︑山城地方に残されている

後7時竺暴置づ究や活動にはげんでいます︒と

第五請Ｈ6月16日︵金︶午どの技術をも身につけるため研

7時人形づくり歴史を学ぴながら演唱や楽器な

第四蔚＝6月9日︵合午後山城民謡研究会は︑日本民謡の

形づくり民謡でつづる日本の歳時記︒

9時〜午後3時人山城民謡発表会

第三講＝6月4日︵日︶午前︒⁝⁝⁝⁝﹃一︒⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒

7時台本づくりは各＝︲スとも30人︒

第二謂茸ｏ月26日︵今午後公民館︵宇治琵Ｍ33︶へ︒定員

よいでしょう︒宇治市では︑美

環境をつくるのにはどうすれば

小学生のみなさん︑すみよい

すみよい環境へ

劇︑音楽隊の演奏︑歌の広場な

き日は︑．．ゲーム大会や人形

会﹄を開きます．

木幡小学校で﹃宇治市こども大

月14日︵日︶午前9時半から

宇治市少年補導Ｓ議会では︑5

すこやかに育つようにと願って

1ぐ

伊

島10．00〜10．50紫ヶ丘公民館前田
11．10〜12．00遊田三角公園

槙遊

10．00〜10．50開公民館前田
11．10〜12．00伊勢Ｅ神社境内

1ぐ

自志明蔭

；ｉｉ9．40〜10．10元茶工場Ｊ
ｌｌ10，30〜11．00竹久商店横広場
町11，10 ＞ 12．ＯＯ明星町集会所前山
14．．00〜14．40丿ユニチカ社宅横
職業・電話番号を書いて宇治市の5109196番︶へ︒

9．50〜10．40

幡屋

10．50〜ｌｌ．
30
14．00〜14．
50

市史を学ぶ会・・・

52年分所得証明など
6月から発行

5月3日・4日
市民文化祭

前期分の使用料金は次回の使

宇治市水逍部では水遭料金の

は水道部まで連絡くだされば納

すが︑とくに領収書の必要な人

用水量の検針時にお知らせしま

収納事務を効率よくするととも

︵水道部︶

係までお問い合せください︒

くわしぐは水這部菜務課料金

十五日となっています︒

月︑西地区は偶数月のそれぞれ

なお︑振替日は東地区が奇数

入証明書を発行いたします︒

ご承知ください︒

省略することになりましたので

替による支払いからば領収書を

るため︑53年度一期分の口座振

また︑事務を迅速で簡略にす

ます︒ぜひ︑ご利用ください︒

ために口座振替制度を設けてい

に︑忙しい人や留守がちな人の

うか︒

あなたの家は留守がちでしょ

水道料金の口座振替
領収書は省略

︵環境保全課︶

のでご了承ください︒

す︒また︑作品は返却しません

の市政だよりで発表予定︶しま

状と記念品を贈呈︵6月1日号

委員が審査し︑十点の作品に賞

なお︑宇治市環境保全番議会

へ︶︒

立小学校の児童については学校

たは持参してください︵宇治市

課︵宇治琵琶33︶で︑郵送︑ま

宛て先は宇治市侭弧鏡保全

を書いてください︒

と学校名︑学年︑住所︑氏名

れと同じ大きさの白紙に標語

▽応募万法・・・ハガキ︑またはこ

生動物保護・文化財保護など

茂・緑地保全・景観保全・野

高層建物障害・空地の雑草繁

安全・公害・下水・廃棄物・

▽主な標語の対象■■■＆災・交通

ください︒

ることを標語でどしどしお寄せ

語を募集します︒考えておられ

木岡

六地蔵
26日（金）

10．00〜10．50
11．10〜11．40
岡

瀾

西大久保

10．00〜10．・50
11．00・11．50−
平盛
一大久保

までに直接会場へお越しくださ

宇治川
写生大会

こどもたちには夢を︑おとな
にはみずみずしい感動を与え
る人形劇をみんなで作りません
か︒今年は二＝−ス設けまし
た︒

第一講ぼ6月18日︵木︶

☆Ａコース︵婦人対象︶

開調式・班分け

︷呆づくりＩ

第二講＝5月25日︵木︶

台本づくり〜

第三講＝6月1日︵木︶

第四講ぼ6月8日︵木︶
人形づくりＩ

自動車文庫（5月分）
11時半まで︒
☆Ｂコース︵16歳以上の男女︶

人形劇づくり教室

ｌｉ
第五講＝6月15日︵木︶

※詳しくは電話局又は京都電電サービス
センターへ（高鳥屋新館5Ｆ223−1951）

コｉｕ≡ｊユホニドー￥。椙ｙ

Ｊチ

「＾ｍ÷部｜の地城Ｔ よブイシュ：ホｙおｉびキゾヤ
ホンに切替える場合、番号変更を妥します。

1台1台が交換台巴
ｊネスホ

1本の電話が4台で使える
7ｌ＼ームｉレホこ｝

お知らせ

●取り次ぎは要点を伝えてから。

お話し中でもつながる

おぼえる電話

公民館の

昭和Ｚ・年ｉ月ｉ≫日第3槙郵便物認可昭和53年5月1日発行（2）

ｔＨ 皿ｒご｀より
ｉ幸

毎月3回1・11・21日発行定価ｌ部5円ａ≡＾
第3種郵便物認可

第448号

電話を上手に使いましよう

｜●かける前に電話番号を確めで
●必ずメモをとる習慣を。
メ
●かけた方から受話器をおく。

・○・電電公社

606

タレ幕でお知らせ

つけましょう︒

にし︑過激な運動はさけまし

①できるだけ屋外に出ないよう

よう︒

にしましょう︒

を殷置し︑市内の小・中学校︑

か︑市役所環境保全課へ連絡

④被害を受けたら︑宇治保健所

︱一11111111︲11111111111111Ｓ

振動規制の 特

・尿検査︵当日︑小さな容器
に少量入れて持参のこと︶な

住民検診
どについて行います︒費用は
無料です︒

︵冷履用も含む︶

部分の直径がＩ・二阿以上の

▽還心分際椙＝内部の回転する

もの
▽こＩマチｙクハンマ
▽＝ルゲートマシン

力が七・五キ巳

▽原石切断機＝原動機の定格出

もの
届出用紙は市役所環境保全課
にあります︒
なお︑特定施設の振動の規制
基準など京都府公害防止条例

なお︑くわしい内容や受診

︵火︶付の新聞に折

票を載せたｉＫｉｈ．＞ｉ＊ｉＯ月2日

込んでいます︒この
受診票に記入して会
場へお越しくださ

︵保健衛生課︶

日の午前中に宇治保健所へ︒
また︑犬の巡回引き取りもご
利川ください︒

ポリオ生ワクチン

5月9日︵火︶

▽犬の巡回引取り

菟這公民館＝10時40分

木幡公民館＝11時

震ｍ＆隊正門前＝1015．0分

小倉公民館＝11時10分

且椋公会堂＝11時30分

開公民館ｎ11時20分

▽毎月第四週は野犬捕獲強化週

野犬の薬殺・麻酔銃による捕

間︵5月22日〜27日︶として

獲を実施していますので︑ご

注意ください︒

服用できません︒

をして一週間以内の場合には

または︑三種混合の予防接種

をして1ヵ月以内であったり

しかやＢＣＧなどの予防接種

・発熱や下刻をしていたり︑は

▽おねがい

服用させましょう
小児マヒからお子さんを守る
ため︑ポリオ生ワクチンを服用
させましょう︒
このワクチンは︑二回服用し
なければなりません︒服用の対
象は︑昭和53年︱月31日までに
生まれた四歳未満児で︑今まで

測ってきてください︒

・体温は会場へ来る前に︑必ず

植木・園芸用・造園材料・卸と小売

②不想小急の軍に乗らないよう

③いたずらに神経質にならず︑

高校︑幼稚園︑保育所︑国鉄の

してください︒被害の調査お

Ｍな＼ｗ＞考えて行動しよう︒

象条件によっては発令が増加す

駅︑農協︑霞薯など約百ヵ所

自分の健康状態や年齢︑疲労

ることもア想されます︒そこで

に﹃光化学スモ″グ発令中ｂと

令されますｙ希役所に対策本部

京都府と宇治市では四月二十日

は前年より二回ふえており︑気

から常時監視体制に入り︑光化

っています︒また︑警報の場合

よぴ対策にあたります︒

には広報車でもお知らせするこ

書いたタレ幕を掲げることにな

者がでた場合には︑消防や保健

とになっています︒注意報など

定施設追加

9．30〜10．30ユニチカ蔭山社宅集会所前小倉公民館
11．00〜12．0013．ａｏ〜15．00
開公民館
のくわしいことは環境保全課ま
で︒︵環境保全課︶

または︑一回だけ服用している

に一回も服用していない子ども

させないでください︒

・服用の30分前からは何も食べ

持参してください︒

・母子手帳︑鉛筆︑ハンカチを

時ｗｏ時半までです︒ただし

▽時間・・・いずれの会場も午後2

眼目川公民館は午後3時まで

さ園 東へ約400ｍ角・宇治半白125

学スモ″グが発生したり︑被害

所などと協力して被害防止にあ

が発令されたら次のことに気を

たることにしています︒
ところで︑注意報や警報が発

▽冷凍機＝原動機の定格出力が

キ巳

部レントゲン撮影・血圧測定

のない十五歳以上の人で︑胸

で検診を受ける機会

対象は職場や学校

実施します︒

ことしも住民検診を

んの健康を守る事業として︑

宇治市では︑市民のみなさ

住民検診日程表
七・五キ巳

腐Ｂボ‰Ａｄ
9．30〜10．3011．00〜12．00

犬・ネコの
引き取り

子どもです︒

31日（水）
9．30〜12．0013．30〜15．00
西小倉集会所小倉幼稚園

笠取第二小は午後1時半〜2

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。

トｊ

皆

光化学スモッグ

ｗΞΞ＝＝Ｅ一Ｉｎｉｌ一
一ＩＩ一1111111＝心一一一一雄ＩΞ一Ξ一

＝菟道平町四九の十八

旦椋公会堂平盛小学校体育館横
9．30〜12．0013．30〜15．00
不用な犬︑ネ＝は︑毎週月曜

菟道下岡建設事務所横明星町果会所
9．30〜10．3011．00〜12．00

時︑また︑笠取小は午後2時

ＴＥＬ22−8377

9．30〜10．00善法集会所小倉小学校体育館前
6月1日（木）
10．30〜12．00
13．30〜15．00緑ケ原ニチモショップ横
｜桂商店前
9．30〜10．30ｌｌ，00〜12．00
｜中谷氏宅前受所玄関横
13．30〜15．00

︵保健衛生課︶

607

−

︱

国道24号線小倉の信号から

9．30〜12．0013．30〜15．00
大久保小校体育館前西大久保示学校体育館前
水
金
月
火
24
26
29
30

＞

り

13．30〜15．00神明公民館

半ｙ3時半です︒

日本造園協同組合連合会々員・京都府造園協同組合員

詰 老心

13．30〜15．00福角センター横

留
雪
瀾

西宇治中学校体育館横雲？
9．30〜10．3011．00〜12．00
％‰諮
13．30〜15．00
倉
9．30〜10．30
六地蔵公会堂明星保育園
11．00〜12．00
（宇治病院東入る）万福寺駐車場
13．30〜15．00
東宇治局校正門横木幡山手町バス停前駐車場
9．30〜10．3011．00〜12．00

澗

炭山陶芸村駐車場笠取小学校
10．30〜11．3013．30〜14．30

10．30〜12．00宇治保健所

月日
5／8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22

曜日
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月

場所
紫ヶ丘公民館
北木幡集会所
日椋公会堂
西小倉集会所（Ａ）
木幡公民館
東目川公民館
開公民館
小倉公民館
神明公民館
菟道公民館
西小倉集会所（Ｂ）
西大久保集会所
笠取
東宇治幼稚園
広野公民館
市民会館
伊、勢田公民館

23 火

13．30〜15．00東宇治幼稚園

図
瀾
圖
昌
脂
図
ワクチンの服用日程

槙島公民館東目川中井酒店前
9．30〜10．3011．00〜12．00
13．30〜15．30

いします。
粟村金属工業

川

黄県新生市場

13．30〜15．00紫ヶ丘公民館

閲

場゛所
時間
月日

血液が不足しています。 9．00〜12．00

29年：月1≪ロ第3覆郵便物ぼ可
昭和

ｒｆ＾加駕すごよ・り

木幡公民館御園商店街大力土地事務所
5月8日（月）
9 ．30〜12．0013．30〜15．00

みなさんのご協力をお願
5．22
（月）
献血デー

アユ放流

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ
一ｋ詣厠9町

健康の
コーナー

昭和53年5月1日発行第448号
うｉＩＩＩ今

（3）ｍ種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価ｌ部5円＾

（4）

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13115時︶

5月の相談カレンダー

︱ドに㈲

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

し尿収集日程表

ださい。
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
日

−

ノ

田，中の荒．ｉｆ中の荒，新成田．蔭田）．安田町（全域

発行
1月
−2火

人権相談︵川東公民館10時〜15時︶

くみもれになった場合は

4 木

24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，田原，旦椋，平盛），緑ケ原（中の

−5祝

5

6
土

結婚相談︵Ｊ束公民館13時？15時︶

23六地蔵（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）

17卜旧
8月

4

10時〜河︶心配ごと相談社会福祉協議会内13時？15時︶

22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，桐ヶ丘）

昭和53年5月1日

家庭児童相談︑倉公民館10時！15時︶年金相談匹哉剔祉協議会内

3

水
家庭問題相談︵川東公民館10時〜16時︶

羽拍子町（国道筋を除く）．南陵町（全域）

10

木
法律相談︵市民会館13時〜15時︶

20宇治（大谷，蛇塚）．神明（全域）

11

金

結婚 相談︵川東公民館13時〜15時︶

−

13 12
土

日

法律相談︵市民会館13時〜15時︶

槙島町（東・西目川，南落合，一の坪，大曲，拾六）−一一一一

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

19府営西大久保団地

精神薄弱者相談︵市民会館13時〜16時︶

5／1

すみよい環境をつくりましょう

表

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︶

移動市民相談︵明星集会所10時〜15時︶

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

もえないゴミ収集日程

市役所清掃課

15
月

9火

月

−

22

水

16火

24

木

18木

25

金

−
17水
−

26

土

−
19金

27

1
20土

29月

1
30火

−
31水

日

り昭和ｓ年ｓ月ｉｔ日第＞ａ郵便物認可

Ｊ攻 ｆごよ

宇治市

第448号第3種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価1部5円

ノ

ノ

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）
6

25広野町（丸山，中島，宮谷，大開．小根尾，尖山）．

8

26小倉町（浦和，山際，大京，中央，大成，南浦）
伊勢田町（遊田，砂田）

開町（全域）

内）．宇治（紅斉，山田，又振，東内，山本。乙方，宇
文字，国鉄以東の里尻，壱番，妙楽，蓮肌塔の川，
金井戸）．白川（全域）．志津川（全域）
小倉町（南堀池＞堀池，西浦，蓮池，大和）
伊勢田町（南遊田）

1030
−1131

宇治市民憲章から

29菟道（平町．丸山，車田，出口，谷下り，森本，大垣

9

15

宇治（善法．東04．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）

126／1

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）

152

木幡（熊小路，壇ノ東），五ケ庄（西田，古川，寺界道，
梅林，野添，岡島芝ノ東，大林，西浦．二・三番割
府道筋新開，京阪以西の平野，京大宿舎）

ゴミ減量に
ご協力ください

163五ケ庄（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，

17

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）

18

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

今年が建てどき相談どき／
金利の引下げ等、諸条件が緩和された今、
家づくりの絶好の時期。田島産業では現実に
即した的確な情報を基に、お客様のニーズに
お応え致します。
家づくり・資金づくり（提携ローン等）・税務
・法律等お気軽にご相談下さい。
●ご相談センター
（Ｉ11道24号線大久保バス停前）
ナショナル住宅大久保展示場，0774（41）6827・（43）7995

小倉・伊勢田・杖島・宇治・羽拍子地域
5／123寺内，天王，堀池．中畑一部，南遊田，遊田
224西浦，南堀池（本通以南）
425南堀池（本通以ｊヒ）
626南堀池（大和，田中）
827中畑，西畑，羽拍子（国鉄以西）．南山（近鋲以西）．ウトロ，中の荒，毛語一部
929若林，毛ｆＥ中山一部，井尻ｆ安田
1030中山，大谷，砂田
1131北山ＡＢＣＤ団地，中央台．西山（国道以西）．神楽田（山中含む）
126／1東目川，西目川，南落合（0〜3の通り）
132南落合（4の通り以降13の通まで）
153南浦（100〜110，84〜98，30〜33），大京団地，山際一部
165南浦，西浦一部．神楽田一部（近鉄以西）
17山際，半白
18薗場，下村，堤防下，北内一部，大河原線，大幡
19十一，北内，門口，幡貫，−の坪．吹前．春日森
20老の木，久保，西山（国道以東）．蓮池
22東山，天王一部，蔭山

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
・田島産業讐

本社／宇治市広野町西裏00774（43）1353
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