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ことばの教室

電話＠3141㈹

言語のつまずき克服へ

京 都 府 宇 冶市宇治琵琶333地

この緑
いたカードをＩ枚一枚とり出し

る︒先生が動物や人形などを書

二人の先生から指導を受けてい

な圧力をとりのぞくことによっ

や︑生活を高めることや心理的

しでも意識すると悪化する場合

六〇万円

市生活指導研究推進事業費に

話合うなど︑みんな真剣そのも

窟壽でどのように指導するか

どもが答える︒お母さんも︑日

合もあります︒保護者と﹁こと

や定期教育相談が適している場

受けるわけではなく︑継続観察

どももこの教室に通って指導を

あります︒したがって︑どのこ

てしか改善されない場合などが

の︒しかし︑担当の先生が二人

て名まえをたずねる︒それにこ

で手分けして行っており︑時間

いるのは青山芳文先生と竹下冴

﹁ことばの教室﹂を担当して

保障の重嬰性などから幼児と中

し指導することのｍ要性︑進路

となっていますが︑早期に発見

いまのところ︑小学生が中心

うことになっています︒

談も︑週二回程度︑予約制で行

んでおられる保護者との教育相

ことぱにかかわることなどで悩

よい方法を決めます︒このほか

委員会でも審議したうえで最も

三者が十分話し合い︑入級選考

発軍した︒一人の乗客と運転士

主はいなかった︒パスは静かに

てまわった︒しかし︑下軍した

行き︑いま下車した人々に聞い

後部の乗車ロから急いで降りて

ってくださいよ﹂と断わって︑

さんは﹁みなさん︑ちょっと待

まで持って行った︒その運転士

れものがありますよ﹂と運転席

こどもたちを指導・援助するこ
とになっています︒

とであろ︒う︒宇治をこよなく愛

治の町はすばらしい町になるこ

排
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鮑ｉ

なくすな よごすな
大切に

てにくか ︒たり1〜

子先生の二人︒これまで︑市内

学生も含めることになっていま

を経由して申し込んでくださ

の何のきどりもないその動き︒

ぱの教室﹂︑それに学級担任の

の爺小学校を巡回し︑言語に障

す︵指導に余裕がない場合は入

い︒幼児は直接申し込んでもよ

そして︑乗っていた人々の善意

がかかっているのが実状です︒

害をもっているこどもの検査と

級を待機していただくことがあ

いことになっています︒

に満ちた静かな態度︒一瞬ほの

・ことばの発達が遅れている

すでに︑聴覚に障害のあるこ

学級担任との話し合いを終え︑

ります︶︒また︑指導を受ける

ことばの教室についての問い

ぼのとした空気が車中にみなぎ

など︑ことばにかかわるつまず

どもたちのために︑神明小学校

現をは入級願の出されているお

のは︑週一回から︑月二回程度

合せや相談は︑教育委員会学校

った▼私が通勤する途中の道端

で︑草地を利用してひまわりや

週一回ていど

では﹁きこえの教室﹂を設けて

よそ七十人のこどもや保護者と

で︑保護者付き添いで教室に通

教育課︵⑩三一四一番︶か伊勢

き︵冒語障害等︶をもっている

大きな成果をあげていますが︑

第一回目の教育相談をつづけて

い︑そのほかの時間は︑在籍の

田小学校﹁ことばの教室﹂︵○

菊︑バラなどを植え︑たえず丁

咲かせ︑道行ぐ人々を楽しませ

寧に手入れをしてきれいな花を

九二七二番︶までご連絡くださ

の教室﹂︵酋〇三八七番︶でも

い︒また︑神明小学校﹁きこえ

教育相談も

てくれる場所がある︒その側の

フェンスに白紙をつり︑次の歌

しむ人の多かりし世のうるおい

が書かれている︒︒短きをいと

に心満ちたり ︑もう一枚︒良

心なき子ぞゆるせ花の木 ｌ

▽街路網作成の基本計画を策定

この花を植え育てておられるそ

かれとて植えし切にかげおとす
▽国鉄宇治駅前改良事業の調査

の人の心がしみじみと伝わり︑

するための基礎資料作成委託

設計委託費一︑〇〇〇万円

ありがたいことだと思った▼パ

に︑美しさとうるおいを育くも

▽隋山川排水路改良工事︑各都

費三五〇万円

て二︑四五〇万円

ことばの相談をしています︒

うに学習します︒

人の中にはその忘れものの持ち

今年から伊勢田小に開設した﹁

おり︑一部発音訓練などの指導

学校で他のこどなたちと同じよ

伊勢田小学校に開設

ことばの教室﹂では

も行っています︒

相談風景

小・中学生については︑学校

・発音が誤っている

にくい

・ことばが不明瞭で︑聞きとり

・口蓋裂のため発音にひずみが
ある
・音をくり返したり︑ことばが

都市計画事業が中心
一般会計補正予算案
市議会六月定例会で審議

▽児童遊國の整備および黄帰運

うとする継続的な善意︒すばら

スの中のちょっとした善意︒小
▽水田利用再編対策事業の助成

勁公國更衣室の改築などの公

市下水路の浚渫工事︑東宇治
一億五千万円を見込んでいます

金三五〇万円︵転作等推進捕

國費として一︑八六〇万円

さな菊が美しい花を咲かせるま

宇治市議会六月定例会が︑六

が︑これに起債や国庫補助金ｔ

助金として二五〇万円︒転作

都市下水路の調査測最費等に
月十九日から開かれています︒

をも加え︑都市計画賛に約六〇

目標消化の一環として︑地奴

費として一五〇万円︒

この六月定例会には︑一般会計

あてることにしています︒

％︑道路費等に四〇％の比率で

人々が数多く住んでおられるこ

で世話をし︑私たちの住む町
捕正予算︵第三号︶をはじめ︑

四︑一七九万円

国保条例や住宅新築資金等貸付

とだろう︒そして︑このような

しいことだと思う▼私たちの宇

なお︑今回の補正総額は二流

▽米飯給食試行に伴う経費とし

人たちが多ければ多いほど︑宇
給食を行い︑試行を通じ実施

するがゆえに︑全市民が同じ心

治の町にはこのような普意の

七︑四六四万七千円で︑一股会

補助金として一〇〇万円︶

て一二四万円︵市内の全小学

の方式︑問題点などを検討し

に結ばれて善意に溺らあふれた

設費八一万円

条例の一部改正など十一議案が

計の歳入歳出予算総額は一五一

▽本年度を初年度として計画的

・校を対象に︑月一回程度米飯

▽安田地区消防器具庫の移転新
提案されており︑今後︑三日︑

砥四︑九二七万六千円となりま

めの委託費五〇〇万円︒

に道路台帳を整備していくた

▽道路改良事業二︑〇〇〇万円

ていくことになっています︶

宇治市長島田正夫

である︒

宇治の町づくりに努めたいもの

▽道路舗装新設事業として二︑

ジャー践一哨を開設する場合の
四日︑五日の三日問が一般質問

した︒補正于ｆｉ案で計上した主

▽職員の名札を則入する経費と

︲住民から強く望まれているレ

六日︑七日︑八日︵予備日︶が

な事業は次のとおりです︒

して六〇万円︵六月一日から

て一二〇万円

▽酉小倉中の通学橋設ほ費とし

五五〇万円
▽排水路改良ぶ業七︑六〇〇万

竺︑○四一万円

▽伊勢田幼稚國の一教室増築経

▽生徒の非行防止に取組む宇治
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議案審議の予定で開かれること

仮りの名札を着川しています

▽橋梁改良事業九五〇万円

價格￥13，900

三の間

になっています︒

時市一ｎ会で市税粂例が一部改正

が︑これをつけかえるも・の︶

▽名木川等の河川改修事菜とし
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今回の補正予算案は︑四月臨

され︑都市計画税の税率が引上

善法地区ｍ組合に貸付ける

円

もみすりｍのａ菜機械閲入

▽ｎ林漁業同和対策事茉として

けられましたが︑その増収分に
かかる3業ＳＪの追加が主なもの

この都市計画税の増収分は約

となっています︒
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オーディオシステムやカードを使っての教育相談（伊勢田小学校「ことばの教室」で）
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いう屋号をもつ商家︑茶を商う
でいるといえるだろう︒したが
骸化しはじめた︒この宇治保の

の番保は︑その末期にはもう形

って譲受人を決定します︒

あるときは︑公開抽せんによ

・一区画に二人以上の応募者が

▽譲受人の決定

から一部百円で頒布することに

の本店と黄鱗支店で︑7月6日

支店︑それに︑用京都信用金庫

︵市役所内︶と京都銀行六地蔵

な絆となりつつあったこと︑ま

名残2＞は︑現代も地名として

格をみ︑中世後期における宇治
って︑現在の大字名﹁壱番﹂

た︑多様な生業の庇護をムラの
﹁弐番﹂も︑宇治保の名残りと

神社に求めることが多かったと

商人︑川魚を売る店屋という具

の番保の実態を概略したうえ

丹波国波々伯部保︑あるいは今

五番保・六番保の地域において

あぐまで推定図にすぎないが︑

復元したのが掲載の図である︒

田宇治市内に住んでいる方︑お

社の指定する期日までに支払
蚤河
▽受付日時・場所
・7月14日︵︷一一︸〜17日︵月︶

向申込者の住民票謄本
回市外に住んでおられる方で︑
市内に勤務している方はその
事業所の在職Ｅ明香を︑また

理化︑農民ｍの改善にっと

田耕作農民の権利を保護し︑自

■農業委員のしごと

手続きは︑ほぼ公職選挙法の規

以上が主なしごとで︑選挙の

市に意見を出す︒

なお︑申込書の付いたパンフ
レフトは︑宇治市土地開発公社

︵宇治市土地開発公社︶

ことになっています︒

大雨に備え

︵清掃課︶

︵選挙管理委員会︶

合わせください︒

くは選挙管理委員会までお問い

発送します︒そのほか︑くわし

なお︑投票所入場券は︑後日

地域については午後5時まで

笠取︑炭山︑二尾︑池尾の各

後6時まで︒ただし︑東・西

投票時間は午前7時から午

■投票日・・・7月14日︵金︶

と6日の二日間です︒

立候補の届出は︑7月4日

■告示・・・7月4日︵火︶

きません︒

るが選挙権のない人は投票で

い人や︑名簿に登録されてμ

まχ名溥に登録されていな

に確定している名簿が便われ

今回の選挙には︑3月31日

■選挙人名溥

アルバイト
職員を募集

さい︒

しやすい状態にしておいてくだ

のをとり除き︑くみ取り作業が

なお︑収集日にはこれらのも

ん︒

がわりとなって水が入りませ

便槽に工夫を
これから︑秋の︷鼠シーズン
にかけて一時的に大雨が降り︑
くみ取り式の便槽によく雨水が
入ります︒このような便檀に入
る雨水は次のような間単な方法
で防ぐことができますので︑一
度︑お試しください︒
▽横プタ式の場合
くみ取りロと地面とが同じ
高さにある場合は︑くみ取り
口をナイロンなどで覆い︑板
でふさいでから土のうで密閉
してください︒

マンホールのフタをはずし

▽マンホール式の場合

くみ取り口をナイロンか新聞
紙で覆ってから︑必要な場合
はオモ︒■5＞＊使ってピ＾タ＝＼と
フタをかぶせてください︒ナ
イロンや新聞紙がパッキン

住所を有ずる人であること

かにあてはまる人であること

②二十歳以上で︑つぎのいずれ

ＥＳ丿以上の農地で︑耕作の
菜務を営ひ人
印耕作の業務を営む人の同居
の親族︑または配偶者︵耕
作日数が年間六十日以上︶
剛10・＊以上の農地で︑耕作の

組合員︑または社員

業務を営む農業生産法人の

国欠格事項にあてはまらない
こと

・支店で融資のあっせんを行う

合である︒また﹁当保麹座中﹂

で︑その復元を試みることにし

堀日吉社領の近江国得珍保︑さ

また︑一区画あたりの圃積は

よび︑勤務場所もしくは営業

土曜・日曝れ受付

税の納税証明書等をいずれも

市内で営業している方は事業

一通提出してください︒

時間は午前10時〜午後4時
・現地事務所で受付

の戸数の減少などによって今回

める︒

業委員が選出されることになり

作興の創設とその維持をはか

定が準用されます︒

・宇治市職員会館︵市役所前︶

六地蔵支店︑用京都信用金庫本

に宛てた命︷ｉによって知りう

に至るまで︑かつての宇治郷内とより深いつながりを持つもの

らには大山崎暇宮八幡や北野神

八二平万奸で︑道路や公園など
最小一四七平万灯から最大三五

所を市内に有している方︒

中世後期を活動期とした宇治

なっています｀また︑京都銀行

るように︑酒造と関連した保内

▽公開抽せん会

いう中世村落生活の実情があっ

座の存在と︑その活発な商業活

宇治の人々の中に生き続けてい

た︒宇治郷の場合でいえば︑こ

考えられる︒

よう︒

の神社が宇治神社︑その氏子区
勁を想定できる︒

そして︑宇治七名水のひとつ百

の窓
宇治市史
もともと﹁保﹂というのは︑

双に形成されたものがここにい

居住表示︑あるいは茶師堀家の

夜水が四番保にあり︑その場所

って知り つる五番保と七番保︑

茶園や宅地・屋敗地の存在によ

一番から十番という番数をもっ

が現在も四番町と派柘されてい

に﹁壱番﹂﹁弐番﹂という大字であった︒その背景には︑村落

は︑いまも泌称を五番町・六番

を除いた用地を六十六区画に整
九平方μまでで︑価格は一区画

回申込み人が自ら居住するため

哨分譲宅地調入申込書

・7月25日︵火︶午後1時半〜

宇治の番保復元図

る︒

古代の律令制や平安京の条坊制

う﹁宇治の番保﹂にほかならな

そこで︑こうした保内商人の

そのもとでの地方行政などによ

い︒
おそらく︑宇治神社への番役

って枠付けされた末端の支配組

市仕とほい関係があったゆえに

て僣曾れたと思われる宇治の

ることなどから︑宇治の番保を

名としてその名を留めている︒における宮座の運営に象徴きれ
社の保と同様︑さまざまな商い

町といい表わしている︒いずれ

地しています︒しかし︑とのう

約一︑二三三万円からニ︑八〇

▽申込みに必要な書類

から全市一区制に変わっていま

ますが︑農業委員はこのほかに

る︒また︑農地などの利用の

残らず投票に参加し︑農業委員
会の委員としてふさわしい人を
選びたいものです︒

①宇治市農業委員会の区颯内に

■選挙権と被選挙榴

清掃メモ

織であったのだが︑中世になる
と︑そうした範囲ではとらえき

番保は︑保として有名な祗園社

いま盛んに行われている︒地名るように︑ムラ人の日々の牛居
に携わる人々が多く存在した︒

も︑かつての番保名を受け継い

申込みは7月14日〜17日

％〃●，．・−●゛ｉ●
−・

れない保が登場してくる︒主と

宇治の番保

領の芹町・瓜町などの各保や

して神社の領地内に形成される

保は︑宇治神社と原い関係を有の保は︑前代の機構的な側面を

考証 になりかねないが︑まずにとって︑産土神ともいえる各
その一例を掲げると︑奈良屋と

︹応募要領︺

結論から先にいえば︑この番ことの多かったこの新しい形態

するもので︑その漬柘は︑現在のり越えて︑各々の地ｇのｍ

﹁保﹂というものの歴史的な性地域の神社が彼らの強い精神的

り︑実際に公募するのは五十二

ち十四区画は公共裏業の代替地

の宅地を必要とする方︒

農業委員会委員の選挙が︑7

す︒

選任委員として市無業協同組合

あっせんをしたり︑争議を防

倒農家の代表として︑国や府︑

月14日︵金︶︑全国一斉に行わ

理事がら一人︑さらに市碩会が

止する︒

業生産の増進︑農業経営の合

圓農業技術の改良︑そのほか農

有裡者のみなさんは︑ひとり
推せんした学識経験者︵五人以

選挙はこれまで二区制で行って

をたてて実厖する︒

9農業や農村に関する振興計画

いましたが︑農地の圃積や農家

ところで︑農業委員会委員の

内︶が加わって栂成されます︒

この選挙によって二十人の農

れます︒

有権者はもれなく投票を

農業委員の選挙

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一︷一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

咄譲渡代金を宇治市土地開発公

〇万円までに分かれています︒

全区画南斜面の御蔵山分譲地

として交換することになってお

この分譲地は総面積一〇︑七

ことになりました︒

▽申込み資格

幡の御蔵山小学校南側に分譲宅
地の造成を進めていましたが︑

十七日までの四日間に公募する

このほど完了︒七月十四日から

投票日
7月14日

（その57）

区画です︒

宇治市土地開発公社

宇治市土地開発公社では︑木

御蔵山の宅地分譲
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9．30〜11．00

希望者

9．30〜

7．13

健康相談日

13．15〜
13．30

妊婦
後編

27 市役所保健衛生課

．電話での相談でも希望者結構です
11．（Ｘ〕
スポーツひろば

●1歳児健診，3歳児健診，低体重児健診はあらかじめ対象者に通知します。
辿知の届かない人は市役所保健衛生課へご連絡ください。

献血デー

7．20

そよかぜ号巡回日程
9
0

1

津星

川川町

白志明

日幻

4ぐ

血液が不足していま 10．00〜12．00
コピアＫＫ関西工場
す。
みなさんのご協力を
13．30〜15．30
宇治病院
お願いします。

自動車文庫（7月分）

1
1

宇治中学校で︒両校とも︑午

ユニ

鏃

10．00〜10．50紫ヶ丘公民館前
11．10〜12．00遊田三角公園

瀾

10．00〜10，50
11．00〜11．50
−

後7時半から9時半まで︒

・7月13日︵木︶伊勢田小学校

で︑午後7時半から9時半ま

巽
で︒

持ってＷ一接会場へお越しくだ

○運助のできる服装で︑上靴を

さい︒

市では︑市営住宅にあき家がたは同居しようとする親族が

生じた場合の入居予定者霊菓あること︒︵結婚の届出をし

します︒ていないが︑事実上︑結婚し

第一種住宅・・・十戸場合も含みます︶

▽募集戸数ている場合や︑婚約者がある

第二種住宅・・・二十戸ニ︑公営住宅法およぴ市営住宅

▽家買条例で定められた基準内の収

九千五百円・第一種月額四万七千円以

第一種住宅・：月額二千円〜入であること︒

七千八百円・第二種月額四万七千円以

第二籾住乍；月額四千円〜上︑八万一千円以下

▽申込み資格下︒

一︑現在︑同居しているか︑ま三︑現ａ︑市内に住んでいて︑

市営住宅の
あき家入居者募集

40〜10．
10元茶工場
30〜11．00竹久商店横広場
10〜12．00明星集会所前

伊一

田−

広

野

10．00〜10．50広野集会所前

27日大開10．00〜10．40大開小学校入口
諮むが宅前ｊ
（．＊）
神幽11．00〜11．50神明公
・・市史を学ぶ会・・・7月10日と24日の午後1時半から
市民会館図書室で。
●・図書室だより…そよかぜ号は7・8月で1回の巡
回となります。一一一‥−−−

ヤ

φ几

に

母と子の

あヽ

歯のコンクール

犬・ネコの引取り

救助法訓練

夏 本番

お茶ひと筋に伊藤久は今日も

香り高い宇治茶に涼しさをそえて……
Ｇ−1号・…￥43ＯＯＧ−3号・…￥29ＯＯ
Ｇ−2号・…￥33ＯＯＧ−4号・…￥25ＯＯ
芸談混諧諧沿ぶ。−
茶

625

2

0

09 詰

一一一‥地方送り致します発送部専用電話（0774）23−3993㈹

本社工
平等院通り
三室戸
百番街

宇治市乙方63
電07槨Ｐ2ｌ代
電ｏ774芭7020
電0774鮭20ｉ2

専用使用される人は︑宇治市

前編

︵都市計画課︶

血圧相談

惚届蜜

28
7．12 小倉公民館
19 木幡公民館
26一一広野公民館

10．00〜11．00

体育協会事剱局︵01906

7．21
母親教室

15．00

1歳児〜Ｚ歳児

番︶までご連絡ください︒

市民会館3階

7．18

夏 元気に泳ごう

宇治保健所

幼児相談

スポーツ教室

7．3
低体重児健康診査−

▽専用使用日

一一14

・中学生以下・；五十円

ち
下 13．00〜15．00
さ
い
出生時2，50ぱ；ｉｌＴ−Ｃ−
○ 9，00〜

50年ｉ月生

午前ｏ時〜午後6時

イｏ持

宇治保健所

午前10時〜12時

3歳児健康診査

慧；ｉ3．3ｏ〜尹15．00

52年7月生

12
−ｌａ

9．30〜11．00

−皿−−・−一皿

西宇治黄市
檗 民プール

惚茲ぼ

21
7．11
18 市民会館3階
＼歳児健康診査
25
7．10

Ｘ

満ｅヵ月児〜満ｎヵ月児

・7月10日︵月︶〜14日︵金︶

7．7

・7月15日︵土︶

乳児健康相談

午煎⁝一時〜午後3時

対象など：受付時間
月日
場所
7．10 西小倉集会所 53．2．9〜53．4．10日生
53．2．12〜53．4．13日生
13．30〜14．30
13 広野公民館
3・4ヵ月児相談
20 」 一 Ｆ − − ● Ａ Ａ Ｉ 肖 Ｍ ふ 53．2．19〜53．4．20日生
27 ｍ氏云Ｅａ°曜ｊ！53．2．19〜53．4．27日生

7月9日オープン

宍戸回）蕊詐准拶回り

夏の強い日ざしの下︑あなた

まれ）を募集しています。市役所文書広
報課にご連絡ください。多数の場合は抽

▽入場料︵一人一回の料金︶・7月一17日︵月︶〜20日︵木︶

・大人・・・二百円午前10時〜12時

χｊ

この剔に掲技するお子さん（52年7月生

■ｕ︶｜Ｂ民プールで泳いでみません

か︒黄粟公園と西宇治公園の両

市民プールは7月9日にオープ

ンします︒

▽開設日時

・7月9日︵日︶

午前10時〜午後5時

牛後1時〜5時

・7月15日︵土︶

午前10時〜午後5時

・7月16日︵日︶

・7月17日︵月︶〜20日︵木︶

午後1時〜5時

午前21

・7月21日︵金︶〜31日︵月︶

・8月1日︵火︶〜30日︵水︶

ｄ

午前10時〜午後4時

・8月31日︵木︶

ΞΞΞ一ΞΞΞΞ一ΞΞΞ一ΞΞ一

健康の
コーナー

り

すご

（3）第3種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価1部5円叫ｇ2＾＝ｔμ＾

1≡鰐

第454号・03種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価Ｉ部5円
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8土

丿

6

5

4

3

1

木

水

火

月

土

20

皿・・−㎜・−−
3

広野町（丸山．中島．宮谷，大開．小根尾，尖山）．
開ＨＴ（全域）
近鉄以東の上ノ山，田原，旦椋。平盛），緑ケ原（中の
田，中の荒，新中の荒，新成田．蔭田）．安田ＢＩ（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）

4

22菟道（平町，丸山，車田，出口。谷下り，森本，大垣
内）．宇治（紅斉，山田，又乱東内，山本，乙方，宇
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）一一一一一

5

24小倉町（浦和，山際，大京，中央，大成，南浦）
伊勢田町（遊田，砂田）

6

25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．米坑池森，弐番
野神，ユニチカ琵琶社宅）

7

26小倉Ｒｒ（南堀池，堀池，西浦，蓮池，大和）
伊勢田町（南遊田）

1128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）
1231

五ケ庄（新開，平野，折乱福角，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，車中，薮里，中筋，出口一部，門ノ前，田中，
荒槙，京阪三室戸住宅，先陣ヶ丘）．宇治（山本）

138／1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）

ださい。

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
7／121福角（国鉄以西）．日皆田．岡；＊：．上村．大八木島
322車田一部，平町，一里塚．戸ノ内（槙島飛地）
424車田，丸山，出口，森本（国鉄以西）．谷下り（国鉄以西）
525福角（国鉄以東）．折坂（国鉄以東）．平野．一番割．二番割
626西浦（国鉄以東）．＝番割
727芝ノ東（国鉄以東）．広岡谷，南端（国鉄以東）．中村（さつきヶ丘）
828南山
1029南山畑，北山畑．大瀬戸（国鉄以東）．中村（国鉄以東）
1131東中（国鉄以東）．北畠．桧尾，金草原．平ｇ．須留
128／1花揃．赤塚．ｍノ内（国鉄以東）．ｍｍ．畑山田，北御園．正中（国鉄以東）町並一部
132北御蔵山（平尾．中御蔵山4丁目（本通以ゴヒ），町並．奈良町．畑町
143御蔵山，中御Ｍ山（5丁目より）．炭山へ
154正中（国鉄以西）．西中一部，東中（国鉄以西），陣ノ内（国鉄以西）．徳永，柿ノ木ＨＩ．一丁目，札ノ辻

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野・開・羽拍子・大久保地域
7／121田原，井の尻，旦椋，平盛
322北の山，山・内，上の山，大竹，雨の□，茶屋裏，西裏（府道ａ南），久保（Ｓｔｉ以西），寺山ｃ国鉄以西）．
626寺山（国鉄以東），久保（国鉄以東），富谷．尖山．果蓑（府道以南）
727東裏（府道以北）．西裏（府道以北），一里山，桐生谷，宮北
828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
1029関町，羽拍子，石塚，蛇塚，伊勢田町南山（近鉄以東）
1131宮東，野神，大谷，弐番（府道以南）．琵琶，大谷山（権現町）
128／1弐番（府道以北）．米坂，池森，若森．戸の内，矢落．小桜，里尻（国鉄以北）
132Ｔ趾轟ｍ．ｍ％荒゜迅本゛通折居洵 声文字 妙楽（宇治橋通以ｉ），
143妙楽（宇治橋通以甫）．蓮華．塔の川，乙方．Ｍ．内，又振，山田，紅斉

154森本咽鉄以刺，段の上．薮里，粟・酉畢上り．東中，西中，河原，田中，門ノ前，只川．屯筋、荒拉．ｉｉ＞見，谷下り．池山，

小首・伊勢田・槙島・宇治・羽拍子地域

ゴミ減量にご協力下さい

142六地蔵（柿ノ木町を除く）．木幡（河原，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）
153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）

●・ゴミの水切りを完全にしてくださ

7／121寺内，天王．堀池，中畑一部．南遊田，遊田
322西浦．南堀池（本通以南）
424南堀池（本通以北）
525南ｍｍ大和，田中）
626中畑，西畑，羽拍子（国鉄以西）．南山（近鉄以西）．ウトロ，゜中の荒，毛語−−

い。
・・・燃えるゴミの中にガラスや空カン

17府営西大久保団地
槙島町（東・西目川，南落合，−の坪，大曲，拾六）
18

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，甫
山の観音寺台，向陽台，桐ケ丘）

19

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
以東の芝ノ丸京阪以西の西浦および新開）

昭和53年盛夏

暑中お見舞
申し上げます

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

175内畑，西中，中村（國銑以西），大瀬戸ｃ国鉄以西）．壇ノ東，西浦，熊小路，南端ｃ国鉄以面
18大林．梅林，芝ノ東（国鉄以西），西浦一部
19寺界道，古川，西田．北ノ庄，野添，谷ノ前，西浦一部，自衛隊官舎
20西浦一部，新開．平野府営住宅，折坂一部

宇治市民憲章から

1027木幡ｍ小路，壇ノ東）．五ケ庄（西田，古川，寺界道，
梅林，野添，岡屋．芝ノ東大林，西ｆｉ．二・三番割
府道筋新開．京阪以西の平野，京大宿舎）
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すみよい環境をつくりましょう

もえないゴミ収集日

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13115時︶

くみもれになった場合は

市役所清掃課

7月の相談カレンダー
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金

結婚相談︵川束公民館13時〜15時︶
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12時︶心配ごと相談社会福祉協議会詞13時〜15時︶

13時〜15時︶

13時？15時︶

家庭児童相談︑公民館10時〜15時︶年金相談泥︒勧祉協議会内端〜

法律相談︵市民会館

︲︲； ︱−
ふ

1

−

19トに旧
10月

︱−

金

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

−1︲−

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時？15時︶

結婚相談︵川東公民館

土

11火

日

−
12水

17
月

り昭和2ｅ年1月16日第3桟郵便物認可
よ
一一
15 14
−
13木

8火
1

9水
1

1・11

−︱−

0木
2

月

！−−ＩＦｌ

水1火

21金

24

木

ｉ︲−

金

26Ｉ25

22土

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Ｉ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︒

Λ相談メモ▽

遠慮なくお越しください︒保護司か相談にのります︒会

■青少年相談お子さんの非行や家出などでお悩みの方は

場は市民会館で︑時闘は午後一時から四時までです︒

土

27

すご

治ｉ 市ｊ攻

を入れないでください。
・・・新聞や雑誌類はゴミとして出さず
に町内会などでまとめて古紙回収
として出してください。
（清掃課）

勝手ながら下記の予定で休業させて
いただきたく、よろしくお願い申し
上げまず。

727若林，毛語．中山一部，井尻，安田
828中山，大谷，砂田
1029北山ＡＢＣＤ団地，中央台，西山（国道以西）．神楽田Ｃ山中含む）
1131東目川，西目川，南落合（0〜3の通り）
128／1南落合（4の通り以降13の通まで）
132南浦（100〜ｌｉａ，84〜98，30〜33），大京団地，山際一部
143南浦，西浦一部．神楽田一部（近鉄以西）
154山際，半白
175薗場，下村，堤防下，北内一部，大河原線，大幡
18←．北内，門口．幡貫，−の坪，吹前．春日森
19老の木，久保，西山（国道以東）．蓮ｍ
20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（ツーバイ・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

代表取締役

ｔｉｌａ忠夫
社貝一同

田島産業嬰
本社／宇治市広野町ｍ裏ｎ0774（43）ｌ353
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