迎春

今年は国際児童年
されてから二十周年︲︲−︲これを記念して﹁国
際児童年﹂となっています︒子どもたちのす
こやかな成長を噸い︑いま一度私たちの環境
を見直しましょう︒

現在の宇治市は︑近代的な町づ

推進に努力する決意であります︒

宇治市長
ひらけゆく年

市民のみなさま︑明けましてお

くりに向けて多くの課題を抱えて

めでとうございます︒新年を迎え

健医療センター︑折居総合運動公

います︒中でも︑公共下水道や保

園︑笠取開発などは緊急な対応を

市民のみなさまのご健康とご繁栄
昨年の宇治市は﹁耐乏と創意工

を心からお祈り申しあげます︒
夫の年﹂として︑財政自主再建を

強く求められています︒
の温かいご理解とご協力により︑

ました第二清掃工場建設に一定の

協力を得て︑長い間の懸案であり

白川区民の方々の深いご理解とご

幸い︑昨年末︑市議会ならびに

めざしスタートした試練の年であ

最難関の初年度において幾分明る

めどがつきました︒さらに︑昭和

りました︒幸い︑市民のみなさま

い展望が開け︑後年度へむけての

アセスメントや宇治川改修計画な

五十四年は︑京滋バイパスの環境

ど懸案問題の一つひとつが解決に

基盤を固めることができました︒
今日の情勢は︑依然として構造

ここに厚くお礼申しあげます︒

不況が続き︑倒産︑失業︑さらに

向うものと確信いたします︒

という言葉どおり現行の地方行財

しています︒市財政は︑三割自治

みなさまと﹁ひらけゆく年﹂にし

努めますとともに︑十五万市民の

営を基本に行政水準の維持向上に

年目に あたり︑市民本位の市政運

今年は︑財政自主再建計画の二

物価高によって生活は窮迫し︑先

政制度の矛盾と経済不況から厳し

たいと決意しております︒

行き不安をいっそう深刻なものに

い状況が予測されますか︑市民の

現在︑木市の人口も十四万六千

ります︒

には︑全力をあげているものであ

くらしを守る立場を踏まえた市政

宇治市議会
民意を議会に反映

市民のみなさま︑明けましてお
めでとうございます︒

人余となり︑年々︑都市化への整

年の初めにあたり︑みなさま方

備を進めて参っておりますが︒秩

序ある街づくりを進めるためには

のご健康とご繁栄を心からお祈り
今日︑わか国の経済は︑やや安

申し上げます︒

決し︑これをもとにして未来に夢

のある輝かしい宇治市をみなさま

山積する住民要望を一つひとつ解

とともに建設しなければなりませ

定の方向にあるとはいえ︑いまだ
ンフレが進んでいるなかでは︑市

停滞の域を脱しきれず︑不況とイ
民生活の安定も予断を許さないと

ん︒

向上をはかることを慕本にして︑

今後とも私たちは︑市民生活の

ころであります︒

公害のない緑ｎかな住宅都市とし

こうした情況下にあって︑木市
の財政状況も極度に悪化し︑昨年

意を反映した審議を尽くし︑ご期

て本市の限りなき発展のため︑民

待にそうよう一層努力をつづける

は︑五ヵ年間の財政自主再建計画
しかしながら︑この苦しい時こ

が策定されました︒
そ人間優先︑福祉優先を基木にし

所存であります︒

らぬご協力をお願いしまして︑新

みなさま方の深いご理解と変わ

て︑安定した市民生活を保障し︑

年のごあいさつといたします︒

その向上をはかる施策が強力に推
進されることが肝要であります︒

Ξ＝Ξ＝ΞΞ＝ΞΞ＝ΞΞ＝＝ΞΞΞ＝＝＝＝Ξ一Ξ＝Ξ＝＝＝

市議会におきましても︑その遂行
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新年あけましておめでとうございます

Ｉ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ川川田川川
ｌ川川

畠けまＬ鳶：咎妨でとろ邑容いま曾

邑とり包ぷ右し≪Ｑ＠ＱＱＱ

同志社大学ＯＢ会主催スイミングスクール

史の窓
宇治市

ほろ酔いかげんで近在の神社

に詣で︑新年を言祝ぎ︑一年の

活動の無事を祈る風景は︑いか

にも正月らしいものである︒し

かし︑昨今の激しい時の移りか

わりのなかで︑私たらが︒神

と接触するのは︑この正月の初

詣や例年の祭礼などを除けば︑

田神・山神・日待などの講は︑

えともなっていた︒なかでも︑

れた集団であり︑また生活の支

も村人の信仰に基づいて結成さ

これらの種々な謂は︑いずれ

ながらも︑かつての宮座と同様

種の講は︑︒神 に機縁を求め

ど失なわれてしまった村々の各

このように︑今はもうほとん

ていたのであった︒

自治的発展に瓜嬰な役割を果し

に︑村落のかなめとして︑その

市では︑白川区に隣掻する折居

て解決はありません︒そこで︑

は︑第二清掃工場の建設なくし

室を開きます︒

マキノスキー場で市民スキー教

今年も1月28日︵日︶に滋賀県

々の新しい講も組織されていっ

の神︑日待・月待などの原始信

単なｉＯ信仰活動に止まらず︑直

あり方にもよくうかが＆φ︒

仰を母胎として結成されるもの

接の生産活動に結ぴつく組織で

消してしまったが︑宮座の寄合

講の組成のあり方は︑田や山

理事か︑教育委員会社会教育課

学生以下千九百円で︑希望の人

まで︒受付けは1月8日からで

は参加鷺を添えて最寄りの協会
市では︑今後もＭ意をもって

三月に同区へ提案︒条件付同意

関係町内会と搦︒絨し︑早期実現

︵社会教育課︶

百円が必要です︒

に大人千六百円︑小学生以下八

また︑貸スキ Ｉ希望の人は別

先着百五十人で締め切り︒

昨年暮れの十二月二十五日に

衆議院京都府第二区琳咀買補

欠選挙が告示され︑元且も選挙

戦のまっさい中︒

私たちひとりひとりが国の主

権者です︒政治が牛居に直接つ

ながっていることをよぐ考えて

一月十四日の投票日にはもれな

く投票しましょう︒

Λ不在者投票Ｖ

投票日の当日︑やむを得ない

仕事や旅行︵滞在︶などで市内

にいない場合︑また病気や出産

などのために入院していてどう

しても投票所へ行ける見込みの

ない場合には不在者投票ができ

ます︒

不在者投票できるのは︑土・

日曜日・祝日も含め一月十三日

︵投票日の前日︶までの午前八

時半から午後五時までです︒

7︶・明星集会所
3

城学校建設公社・市恰町受付

若宮集会所・半白集会所

白川公民館

神明公民館・老人憩の家

三軒家公民館

西目川公民館・紫ヶ丘公民館

槙島公民館・東目川公民館・

︹棋局︺

︹神明︺

︹白川︺

観光案内所・啓法隣保館・山

川東公民館・宇治市民会館・

︹宇治︺

喜撰会館・東笠取簡易郵便局

︹志津川・笠取︺

山

西大″ハ保集会所

大久保幼稚園・同胞保育園・

︹大久保町︺

ヶ原集会所

広野公民館・広野集会所・緑

︹広野町︺

開公民館・帛陵集会所

︹開町・隋陵町︺

柵・名木集会所

伊勢田公民館・西宇治消防分

西小倉保育所・砂田集会所・

︹伊勢田町︺

会所・酉小倉集会所

民館・酉山集会所・蓮池中集

うさぎ堂︵西浦88︶・小倉公

︹小倉町︺

︷選挙管理委員会︸

おたずねください︒

りましたら選挙管理委員会まで

その他︑わからないことがあ

◇

絡ください︒

れるか︑選挙管理委員会にご連

合︑左記のとこ︒ろへ取りに行か

なお︑ｍ＜ｍｉ届かない場

には︑郵送でお届けします︒

また︑新聞をおとりでない人

です︒

刊に折り込んでお届けする予定

ンケイ・日本経済・京都の各朝

月十日に朝日・毎日・読売・サ

今回の選挙の選挙公報は︑一

Λ選挙公報Ｖ

ます︒

から宇治中学校体育館で行われ

徳器は︑一月九日の午後七時

今回の衆議院補欠選挙の立会

みんなそろって投票を

ＩＩＩＩｌ111ｓＩｓＩＩｌｌ−自ＩｓＩＩＩＩＩＩＩＩｅｓ911111111111ａ一

Ａ立会演説会Ｖ

投票日は1月14日

市民スキー教室

をめざすことにしています︒

が得られたものです︒

参加費は大人二千三百円︑小

や調による集団の結成は︑村随

あり︑村の政治や経済の運営な

た︒

の自治的な結合のかなめとし

音堂や講中の家を宿にして信仰

氏子集団による結成︑村内の観

ど︑村民すべてにかかわる重要

今はも つ︑ほとんどその姿を

て︑また村民の精神的な支柱と

行事を行なうもの︑村外著名神

けて︑清掃問題懇談会を中心に

．●｀ｔ●

国有林内に建設することを昨年

して︑村の生活に重嬰な役割を

社への参詣のための講などに分

師会︑薬剤師会と細部にわたっ

東笠取の日待講

在地の土豪や地侍らの特枇階

果した︒

なお︑市では今後︑休日急患

て検討することにしています︒

市では︑長年にわたるｍ要課

白川区と協議を重ねてきました

第二清掃工場建設へ
白川区が条件付同意

センターの運営について︑直接

に診療にあたる医師会や歯科医

な事がらを相談す名寄合の場と
しての機能を■ｏ

さらに︑玄関入口には自動ド
アを設け︑また︑身障者用の手

えて︑今後に建設される施設の

題である第二清掃工場建設に向

が︑さる十二月十九日︑区民の

ためのモデルとすることにして

洗いを設置するなどの配慮を加

います︒

類される︒大正年間の調査によ

ｆ゛●．．へ．・゜

層によって構成されていた宮座
が﹁百姓﹂の台

村々の講

医療センター奮易不自由な人

もに︑階段をゆるやかにして手

ように︑表示タイルを張るとと

使用することになっています︒

科医師会︑薬剤師会の事務室︑

めぎして昨年末着工しました︒

会議や研修などのための大会議

やお年寄2＞ 妊産婦にも便利な

春らしと健康を守ｔ＜？︒という施

さらに︑三階は︑医師会と歯

政の基本方針に立って︑市民や

利用者へ配慮

ところで︑市では︑この保健

すりをつけています︒

室を設けています︒

の代表者で構成する﹃医療問題
懇談会﹄を設置し︑救急時の医
療体制などについて検討してき
ました︒
・とくに︑休日急患センターの

みなさんのご理解とご協力のも

菟道公民館・三室戸薬局︵丸

︹菟逗・明星町︺

︵福角26︶

公園事務所・山崎幸一さん宅

田公会富・西岡屋会館・黄聚

黄鯛薬局︵芝ノ東39︶・大和

︹五ヶ庄︺

木幡集会所

木幡保育所・南山単発所・隋

園20︶・志水商店︵西中12︶

御蔵山集会所・岩田書店︵御

六地蔵公会堂・北木幡集会所

︹六地蔵・木幡︺

置いてある場所

選挙公報の

人口急増にともなうゴミ問題

医師会︑薬剤師会とたぴたび協

て︑各種の保健指導や相談︑集

また︑二階は保健センターとし

の診療を行うことになっており

で内科と小児科︑歯科の三科目

すと︑一階が休日急患センター

施設のあらましをご紹介しま

急患センター

一階が休日

業予算で建設するものです︒

おり︑二億六︑一八四万円の事

面積一︑四七四平方灯となって

＝ンクジート三階建てで︑延床

この保健医療センターは鉄筋

となったものです︒︒

とに同意書が提出されました︒

開浄水場が
給水を開始

ｍ重ね︑このほど建殷の運ぴ

開殷については︑医師会や歯科

自動ドアなど

医療関係者ならぴに市議会など

これまで︑市では︑︒市民の

（その62）
団検診︑予防接種などの会場に

選

ずいぷんと少なくなってしまっ

ている︒
かつて村々の神社は︑その地

の産土の神として︑村落におこ

る諸々の災厄・悪疫を払うなど

村の構成員全体に重大なかかわ

2＊4︶つ事柄に関する神として
厚い崇拝をあつめていた︒それ
は︑たとえば︑村の鎮守社を中
心に営まれた宮座や各種の謂の

市では︑市民のみなさんの強
い要望である休日の急患診療な
どを行うため︑︵仮称︶宇治市
保健医療センターの建殴をｌｅ役
所前︵宇治下居十三−ニ︶に計
画していましたが︑このほど十
二月定例市議会において工事請

十三号︵結納金五十萬程度︶

ご結納

爾莉

コーナー常設

■結納相談

﹁結納の選び方﹂一

﹁しきたり﹂

﹁あいさつ﹂等

どんな些細なことで

もご相談下さいませ︒

専門の係員が真心を

こめて︑ご説明させ

ていただきます︒

老舗のタ岩上 ではご希望に応じて
ごゆっくりとお選びいただけるよう
簡素な中にも気品ある結納から

格調高い豪華なものまで
品数豊富に取り揃え
ご用命をおまち致しております︒
尚︑ご希望のお客様にはお宅まで

お伺いしてご結納の飾り付をさせて
いただきます︒

回一口口一回一

儀式用品特別奉仕承り会

圖定紋入りふろしき・ふくさ・広ぶだ

2月末迄

図悶・回一

結納の老舗

岩上商店

一二二五番
一四三番

宇治市宇治橋通り二丁目

電話︵宅志︶

−

市役所前へ着工
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13．30〜15．

説子タｎあげ大会を仙します︒

お願いします。

手作りでタコをこしらえ︑大

みなさんのご協力を
Ｉ

Ｉ

Ｉ

︱

！

ふ

空へ高く上げてみませんか︒

す。

高校生＝千百円︑一般1千六

10．00〜12．

百円

血液が不足していま

1．10ｉ宇治市役所

▽対象・：小・中学生妬七の家族

一一

▽賢川・・・小・中学生＝九百円︑

・皿

億康相談日

一一

一
希望者

一一−1
．11

一一

希望者

圧相談

︵社会教育課︶一⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

婦一

器

セツルメント
26

㎜¶−−−一皿

妊一

母親教室

歩こう会

一一

1．19

会

ｌ歳児〜3歳児

親子タコあげ大

1月13日︵土︶から一泊二日で

・−−−−

自動車文庫（1月分）

そよかぜ号巡回日程
−−−−−…−−−日地区
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す。通知の届かない人は市役所保健衛生課まで御連絡ください。

（坂戸氏宅前）
神明14．00〜14，50神明公民館横

一一一一一一一一‥−一一9，50〜10．40木幡／

25日 六地蔵
（木）
木幡
岡屋

10．50〜11．304詣摺［］
14．00〜14．50岡屋小学校前

一一黄県

10．00〜10．50平野町児童公園
11．10〜12．00福角公園前

岡蔵

山谷山

26日
（金） 福角
南広御

国鉄宇治駅前東ＴＥＬ22−2131（代）

（火）伊勢田11．10〜12．00伊勢田神社境内

ｍｏ

総合金物店
建築金物，機械工具，日曜大工用品，台所用品
金網，波板，雨トイ，贈答用品，塗料，ヨド物置
水道用品，水道・ガス配管材料，プロパンガス
マルカン金物（株）

山14．00〜14．50ユニチカ社宅横
蔭
一一一一一一−−−一一一一一一一‥−16日開10．00〜10，50開公民館前

ｃｒ＞＼＾

油勘グループ
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．00〜10．50紫ヶ丘公民館前
田11．10〜12．00遊田三角公園

平盛14．00〜14．50

菟Ｍ公民館＝10時40分

ノ仁，

12日槙
（金）遊

23日広野10．00〜10．50広野集会所前（火）大開11．10〜11．50大間小学校

黄梁自衛隊正門前︲10時50分

｜

ご希望の人は︑往復ハガキに

木ｍ公民館＝11時

小倉公民館Ｈ11時10分

闘公民館＝11時20分

︵保健衛生課︶

旦椋公会堂＝11時30分

．

−−−・−−㎜−−・皿−−■−−−−㎜㎜㎜㎜10．00〜10．50ｉｔ小
14．00〜14．50緑ヶ原児童公園
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■犬の引取り

犬の巡回引取りは︑今月から

なお︑巡回場所と時間に変更

毎月笛二火曜日にかわります︒

はありｗせん︒

▽1月16日︵火︶

Ｉ‥‥‥‥‥Ｔ

ブ

参加者全員の住所︑氏名︑年齢

電話番号を記入し1月10日まで

に申込んでください︒申込先＝

〒ｍ−14京都府相楽郡南山城

村大字田山小字ツルギ︑京都府

育をｙる﹁昼間里親制度﹂を実

施しています︒保育の対象とな

るのは︑今年4月1日現在で︑

生後六週間以上三歳末周の乳幼

ご希望の人は1月23日︑24日

児です︒

の午前10時から午後4時まで︑

福祉事務所保育課で受付けます

のでお申し出ください︒なお︑

︵保育課︶

この日に申同できない人は31日

まで︒々付けます︒

，λご
ー−−

｜

ｖヒコ

駐車場所

9．40〜10．10 薇離‰ａ
10．30〜11．00
11．10〜12．00 明星集会所前

食

ｉケ

−㎜■・㎜■駐車時間
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18日大久保10．00〜10．50（木）西大久保11．00〜11．50
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立用山城少年自然の家
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所へ申し込んでください︒

昼間里親制度

○受付時間はいずれも午前10時から午後4時までです。

現在︑昭和五十四年次の保育引続き入所を希望される人は所入所申悶川紙を各保育所と福入所申請書に在職証明書など祉事務所でお渡していますが︑をそえて︑1月10日かＩり13日いよいよ︑1月11日から受付けまでに現在入所している保育

保育所の入所申請一月11日から受付

が始まります︒

■入所申請ができる人

今年4月1日現在で︑生後六

｀−・−︱−1一亜國が園五匙阪Ｉ一
︱

！

また︑市では個人の家庭で保

北小倉保育所 北小倉保脊所 ￣
宇治保育所
宇治保育所広野保育所
1月18日（木）
のぽり保育園 のぽり保育園北木幡保育所
明星保育園
明星保育ｍなかよし保育園
木幡保育所
木幡保育所
ｗ●・ −・−−Ｉ月19日（金）
くりくま保育園 くりくま保育園
同胞保育園
同胞保育園
善法保育所
善法保育所
1月20日（土）
大久保保育所 大久保保育所
槙島保育所
槙島保育所

・−ｊ7−−−皿1月13日（土）

ヵ月以上六歳未満の乳幼児で︑

に従事しているなど児常一を保育

対ｎ．保育所（園）
受付場所
小倉保育所｜小倉保育所ひいらぎ保育園
あさひ保育園 あさひ保育園三室戸保育國
ａ・■−−■㎜Ｄ」12Ｈ（企）
南浦保育園 尹？ｌ1ｉ≪戸訟詣離

月日ｍ口）

￣ｉ；ｎ岫（木）

いずれも母税が家庭内外で仕事

できない場合に限ります︒ただ

し︑宇治保育所・くりくま保育

園・北小倉保育所・北木幡保育

所では︑生後六迦間以上で︑1

月31日現在で出生届が済んでい

ることが必要です︒

別表のとおりですが︑保育所

■受付日・場所

で申込みできない人は1月23日

か24日に福祉事務所へお越しく

ださい︒なお︑指定日にやむを

得ないｅｓなどで申請できない

人は31日まで受付けをします︒

証明書︑勉励先の53年分源泉

・入所申ｍには︑母親の在職

徴収票などを必ず添付してく

ださい︒

・現在入所していて︑54年度も

入所申請受付日と場所

瀾

1111川川町

白志明

詔

Ｓ・・3ヵ月児ｍ診，1歳6ヵ月児健診．3戚児健診はあらかじめ対象児に通知しま

685

います︒さらに︑写真コーナ ︲
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53年7月生−−−‥−−−‥・
市民会館3階

1．16

献血デー

や寄せ書き＝︲ナーな＾ｗ︶設け

宇治保健所

‥−−−

血

二十歳の記念日にふさわしい企
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圓を盛り込んでいます︒
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−＝㎜ａ−㎜低体重児

幼児相談

成人の日のつどい

51年ｉ月生

3歳児健康診査

新春子ども大会

52年6月生
−−−1
．

テレビなどの司会者として有名

歳 6ヵ月児
健康診査

1

川州

1

二十歳になったことを8ｉｂｉ≪

−・−‥−

宇治市少年禰導協議会では︑

力月児〜満11ヵ月

談

1月15日︵祝︶午前9時から午

−

相

い︑これからの社会をつくる一

1

児

乳

14．

後3時まで小倉小学校で︑新春

母子手帳は必ずお持ちくだざい︒

23

員として気持を新たにしていた

53年9月生

卜︲

市民会館

1︲−−Ｉ−

9
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16

だこうと︑ことしも﹃成人の日

日
1

3ヵ月児
健康診査

ゴ順

報課にご述絡ください。多数の場合は抽
逃します。（保健衛生課）

のつどい﹄を催します︒

▽対象・・・昭和33年4月2日〜

出初式

︵日︶午前ｍ時から正午まで宇

治川塔の島一帯で行われます︒

当日は︑消防車のパレードが

この掴に掲祓するお子さん（53年1月生
まれ）を募集しています。市役所文書広

このあと︑優良消防団員の表

東岡祐子ちゃん︵一歳︶

＝大久保町井ノ尻10

健康の
コーナー

第472号

新春の催し

り

午前9時半に而役所を出発し︑

宇治瓊

＝︲スを通好出初式の開始を知

らせます︒

彰︑消防団による基本ポンプ操
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10．00〜10．50
11．10〜11．40
14．00〜14．50

卜・市史を学ぶ会…1月22日（月タの午後1時半から
市民会館市民図書室で。

年

レ

ＭＯｂｉｌ
モービル石油代理店

マルカン石油（株）
事務所国鉄宇治駅前ＴＥＬ22

よ

り

1979年（昭和54年）1月1日 発行
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法律相談︵市民会館

婚相談︵川東公民館

心配ごと相談︵社会福祉協議会内

精神薄弱者相談︵市民会館

■︱■︱Ｉ−−Ｉ■Ｉ︱111111■■−■■■Ｉ■−Ｉ；ｒ41−中−ｌｌ−1−一ＩＩＦ高齢者職業相談︵社会福祉協議
会
内
0
時
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ｙ
3時〜
5時︶
1
1
市役所
6時︶
0時〜
1
1
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法律相談市民会館

行政相談
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！一一11−1−1

火｜祝

0水

木ｉ水

ｉｌ−

13 12

±1金ｉ

1

16Ｉ15

︱！ｒ−

20119

18117

1木

1

22月

痢言数数盟大詰雍Ｊ腎雛壇？

宇治市政？ｒ
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土一
結婚
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束公談
民館︵
13川
時 束公民館13時〜15時︶
27土
一
結
婚
相

■−−−︱−■｀一旦

火

︵社会福祉協議会内

談は教育委員会で︑日曜日を除く毎日受付︒

■このほか︑市政相談と消費苦情相談は市役所で︑教育相

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
宇治橋通り分庁舎内で行います︒

Λ相談メモＶ

■市民相談室市役所の仕事についての要望や意見があり

お越しください︒

ましたら︑市役所玄関横にあります市民相談室へ気軽に

30

29

㈲古︒︿○︿︒⁝⁝⁝⁝

第472号

ｉ

・
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・

・

ｉ

城南衛生管理組合

表
1／4

24

五ケ庄（新開．平野，折坂，福角，一番割，上村，岡
本，日皆田，7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，先陣ケ丘）

26広野町（〜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）
一

−一

5

㎜㎜皿皿㎜Ｊ−・−㎜皿Ｊ−〃皿皿・皿皿㎜−−｜¶−−・〃−ふ皿−−−㎜・Ｉ−一一一−−皿−〃−

8

25

すみよい環境をつくりましょう

もえないゴミ収集日程

市役所清掃課

し尿収集日程表
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
つ

ノ

Ｊ−・ｉ皿・ｌＪ−〃皿皿Ｉ皿皿㎜・−｜¶＝−−−〃−ａａ−−―−㎜・Ｉ−−一心皿−〃伊勢田町（毛語，井尻，中山，若林，大谷，北山）．
24

一一25

羽拍子Ｂｆｒ（国道筋）．小倉町（近鉄以東の小倉町全域），
宇治（半白）
9

27

ノ

27
皿・−−Ｗ−−〃−−−〃㎜−−㎜−−四皿皿〃六地蔵（柿ノ木町を除く）．木幡（河原．ＩＥ中，北・中

Ｗ㎜〃・−−−・㎜〃ｊ−29

御蔵山）．槙島町（上，中，下，下村，中川原，吹前，

ノ

薗場）．宇治（蔭山団地，ユニチカ蔭山社宅）＿＿

1029

1130

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）
一一一一一一−一一一一
府営西大久保団地
槙島町（東・西目川，南落合，−の坪，大曲，拾六）

131／31

広野町（丸山，中島，宮谷，大開．小根尾，尖山）．
開町（全域）

宇治市民憲章から

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）

17
−−4・18
−19

の

−−−−152／2
六地蔵（柿ノ木Ｂｆｒ），木幡（西浦．中村，大瀬戸，西中，
ノ

東中，南山畑，南端，南山）．五ヶ庄（広岡谷，府道筋
以東の芝ノ東，京阪以西の西浦および新開）
16

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，車内，山本，乙方，宇
文字，国鉄以南の里尻，壱番，妙楽，蓮華，塔の川，
金井戸）．白川（全域．志津川（仝域）

17

小倉町浦和．山際，大京，中央，大成，南浦）
伊勢田町（遊田，砂田）
−一大久保町（京銀前から自衛隊前までの府道筋，井ノ尻，

くみもれの場合は
連絡を

18

ｆＷ

近鉄以東支）上ノ山，田原，旦椋，平盛），緑ヶ原（中の
田，中の荒，新中の荒，新成田，蔭田）．安田町（全域
伊勢田町（伊勢田口以南の国道筋，伊勢田口からウト
ロまで）．名木町（全域）
19

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．米坂，池森，弐番，
野神， ユニチカ琵琶社宅）

22

木幡（熊小路，ユニタウン，壇ノ東）．五ケ庄（西田，古
川，寺界道，梅林，野添，岡屋，芝／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）

23

小倉町（南堀池，堀池，西浦．蓮池，大和）
伊勢田町（南遊田）

希

2

ウ

□．

昭和54年元旦

謹賀新年

住宅事業部

昨年中は格別のお引き
立てを賜わり厚く御礼
申し上げます。
本年も相変らず倍旧の
ご愛顧の程お願い申し
上げます。
代表取締役
田島忠夫

●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
・田島産業賢

社員一同
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