今年は統一地方
選挙の年であり︑
今月の八日には府
議会議員選挙︑二
十二日には市議会
議員選挙が行われ

両選挙とも私た

ます︒

ちの地方自治に直
接かかわる選挙で
あり︑一九八〇年
代の府政・市政の
進路をきめるｍ嬰
な選挙であること
は申し上げるまで
もｋ︸＼ｕいません︒
そこで︑府議会
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電話＠3141㈹

︵宇治市民憲章から︶
とりあげましょう

Ｉ

吝撰会館・東笠取簡易郵便局

選挙公報のある場所
︹六地蔵・木幡︺

うさぎ堂︵西浦88︶・小倉公

︹小倉町︺

民館・西山集会所・蓮池中集
会￡・西小倉集会所

伊勢田公民館・西里損防分

百小倉保育所・砂田集会所・

川東公民館・宇治市民会館・

︹伊勢田町︺

観光案内所・善法隣保館・山

暑・名木集会所

︹宇治︺

園20︶・志水商店︵西中12︶

御蔵山傷台所・岩田書店︵御

城学校建設公社︵市分庁舎︶

六地蔵公会堂・北木幡≪＜Ｋ￡

木幡保育所・南山集台所・用

︹開町・隋陵町︺

生のときの教科書であった▼こ

んなことを香ぐと﹁古いなあ﹂

て︑﹁ハナ﹂の字は私が最初に

はなつかしい文字である︒そし

といわれそうだが︑私にとって
広野公民館・広野集会所・緑

が咲く春四月は︑子供たちが希

覚えた字である︒その﹁ハナ﹂

里にもえて入学する季節でもあ

ヶ原集心所

大久保幼稚園・同胞保育園・

︹大久保町︺

︹広野町︺

開公民館・用陵集会所

・宇治市役所営付・若宮集会

白川公民館

︹白川︺

所・半白集兪肪

木幡集台朋
︹五ヶ庄︺
黄県薬局︵芝ノ東39︶・大和
田公会堂・西岡屋会館・黄ｓ
︹神明︺

神明公民館・老人憩の家
︹棋局︺

明書が必要です︒ところで︑発

入った時の先生は多気先生とい

い申しあげたい▼私が小学校に

を迎えられたことを心からお祝

いろんな苦労に耐えて今日の日

さんたちは︑この子らのために

孟氾ちのご両説︑とくにお母

に入学する月である︒入学する

中学校︑高校︑大堂とそれぞれ

た︒保育園︑幼稚園︑小学校︑

っている▼その花の四月に入っ

たものだと心﹁でもなつかしく思

り︑うまい文字を教科書に使っ

酉大久保集台朋

身体に一定以上の障害があり

行済の郵便投票証明書のうちで

う女の先生であった︒その先生

から最初に教えられたことは﹁

自分のことは自分ですること﹂

であった︒このことは私の学校

生活の中でも︑また校外生活の

うえでも大きな影響を与ｘだと

思っている▼﹁自分のことは自

分ですること﹂︒その言葉は︑

自分のことは自分で｀荏をもつ

ことであり︑自分に勝つことで

一

上下湖馴有

宇治市神明石塚54−14
院＞ｓあす（2日）開院
電話（0774）44−4511

よい意見を
みんなのためになる

いい 八日か投票日︒市議会議員選挙は四月十二日告示で︑四月二十二日投

今年は統一地方選挙の年−府議会議員選挙は三月二十七日に告示され

東 都 府 宇 治 ｉ ｔｒ宇治琵琶33番地

となっています︒私たちの生活とかかわりの深い府政や市政を推進す
公園事務所・山崎幸一さん宅
︵福角26︶

槙局公民館・東目川公民館・

︹菟遭・明星町︺
菟這公民館・三室戸薬局︵丸

酉目川公民館・紫ヶ丘公民館
三軒家公民館

山37︶明星集＜！Ｋ5
︹志津川・笠取︺

し選業公報が届かないときは︑
右記のところへ取りに行かれる
か︑選挙管理委員会にご連絡く
ださい︒

身体障害者手帳や戦傷病者手帳

有効期限が切れるものがありま

▼郵便による不在者投票▲

を持っている人に限り︑郵便に

続きをしてください︒くわしく

すので︑確認のう色丹交付の手
この投票をするには︑選挙管

は選挙管理委員会へお問合せく

よる不在者投票ができます︒

理委員会の発行する郵便投票証

昭和四十五年度に第一回の摺
定をして以来︑今回の指定を含

今回指定したのは槙島町大幡

めて二十五件になります︒

ろう︒今にして思うとこのよう

あ﹃／り
︑自己を治めることでもあ
﹄Ｉｌｉｌ｀ｔ・／︒﹃ｙｉ〜︑べ︒！ｔｓａ1．／ｓ

な大きな意義が含まれていたの

である︒世の中がどのように変

わろうとも︑自分の住む社会に

あっては︑自分のことについて

自分が責任をもち︑自分の弱さ

に勝ち抜く強い心をもつことが

大切ではないかと思う▼花開く

春を迎え︑新しく入学する多く

理事長岡本隆一

医療法人岡本病院

政孝

第二岡本病院長藤田

◆看護婦寮あり
個人冷暖房完備

午前9時〜正午迄
急忠はこの時間以外も診療します。

▼点字投票・
代理投票▲

▼不在者投票▲

▼選挙公報▲
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五点を市指定文化財に

妙光寺の薬師如来など

にある妙蓄冒宥の五体の彫刻
で︑客仏としてまつられている
ものです︒

このほど︑市教育委員会では
宇治市文化財保護委員会︵伊丹

代︶︱桧材︑寄木造︑

▽木造薬師如来坐像︵鎌倉時
彫刻五点を宇治市有形文化財に

光淳委員長︶の答申を受けて︑

指定しました︒

時代︶＝桧材︑寄木造

▽木造阿弥陀如来坐像︵平安

玉眼
千年の美をはぐくんできた宇
治市には︑平等院や万福寺をは

じめとする国宝やｍ要文化財の▽木造薬師如来立像︵平安時

の人達にお願いしたい︒﹁自分

ほかにもすぐれた埋蔵文化財・代︶Ｈ桧材︑一木造
民族資料・史跡名勝が数多くあ▽木造薬師如来坐像︵平安時

っかり心の中に刻み込んでおい

のことは自分ですること﹂をし

てほしい︒そして︑すばらしい

っている︒

学校生活を送ってくれるよう願

宸永馬Ｚ秀

診療時間〉

三の間

ります︒代︶＝一木造
しかし︑これらの文化財がす▽木造十一面観音立像︵平安
べて十分な保護を受けていると時代︶＝桧材︑一木造
はいえません︒そこで︑国の指彫眼
定以外の文化財で︑歴史的にも写耳の鎌倉時代の薬師如来坐

治市独自の文化財に指定し︑保考えられています︒

芸術的にも価値の高いもの受于像は︑慶派の優れた仏師の作と

内科、外科、整形外科、
老年科（リハビリセンター）

看護婦・准看護婦募集
◆保育園あり
24時間保育、0〜5歳児
保育します。

診療科目〉

発行所宇治市役所

る大切な選挙です︒あなたの一票を生かしましょう︒

▼投票できる人▲

候禰者の主義・主
張を十分に見きわ
められたうえで︑
一人も棄権するこ
となくこぞって投
票にお出かけいた
だき︑貴重な一票
を投じていただき
ますようにお願い
します︒
また︑候補者や
運動員︑政党のみ
なさまも金のかか
らない明るい選挙
のため公職選挙法
のルールにしたが
って公正な選挙迎
勣全ごれるように

護することにしています︒
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謳員︑市議会議員

切望します︒

木造薬師如来坐像

一票を生かそう
の役割を理解され

市選管委員長北岡栄一

市議選4月22日
府議選4月8日

悔いのない投票を
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（1）

ら﹁宇治市助労者住宅資金融資
制度﹂事殷け︑働く人が家を新
築したり︑増改築したり︑ある
いは購入する場合などに資金融

この制度は︑いままで多くの

資を行っています︒

人に利用していただいています
が︑さらにいっそう利用しやす

む給壁所得者で︑次の要件を詞

であり︑返済を給与等から引

笠取の﹁中世﹂

がｏ・72％引下げられ︑6・

必要です︶

労者住宅融資審議会が︑返済

④京都労働金庫およぴ宇治市勤

能力があると承認しているこ

去り可能であること

と︵会員でない人は出資金が

③京都労働金庫の会員であるこ

たす人

し︑市税忿匹納していること
②前年の年収が五百万円以下︵
配偶者に収入がある場合は︑
ふ昼積が六百五十万円以下︶

政課まで気軽にお問合せくださ

手続きなどぐわしくは︑交通労

︵交通労政課︶

入は百三十万円

い︒

ただし︑百十万円よ信一十万

そのほか︑返済期間や申込み

円の借入れは拍俣が必妥です︒

宇治川さくらまつりが︑宇治川中

の島一帯でくりひろげられます︒

時18時半︵この席のみ市営茶室

▽夜の野点席＝7日〜15日︑午後4

﹁対鳳庵﹂の横庭で︶

午後4時︵中の島︶

▽模擬店＝7日〜15日の午前10時〜

午後4時︵中の島︶

▽植木市＝7日〜15日の午前10時〜

8日︑14日︑15日の午前10時〜午

▽茶席︵抹茶席と煎茶席︶＝7日︑

後4時︵中の島︶

中の島で8日と15日正午から午後

▽アトラクション

4時の間に行われます︒
しいお茶の飲み方

・カラオケ大会・宇治茶音頭・おい

・宇治川先陣タライ舟競争⁝8日の

日に延期︵当日︑参加者を募集︶

正午から1時間︒雨天の場合は15

・チピッ子マンガ大会︵14日︑日没

また︑きき酒会︑まちかど芸能

から始めます︶

マジックショーは8日のみ催され

なお︑15日には﹁宇治川祭﹂も

ます︒

たり︑まとめて洗うなどして節

生乾きのうちにプレスで仕上げ

があり︑水洗いではお湯で洗い

を考慮して扱害賠償金が支払わ

損傷状況︑瓢用年数︑着用回数

行われます︒︵商工観光課︶

水に努めましょう︒

ます︒またドライでは石油系と

れます︒なお︑損害の爾求はで

石けんは水に溶けにくく︑や

す︒

がしだいに見直されてきていま

われ︑安全な昔ながらの石けん

皮膚障害などの原因に″名とい

られる合成洗剤は︑水簒阿染や

われていました︒石油から作

ほとんどの家庭で合成洗剤が使

Ｅグループの調査結果でも︑

Λ洗剤Ｖ

紛失・変質などが生じたら︑
旧繊維によって洗剤の使い分

塩累系の溶剤があり︑衣類の種

㈲クリーニング事故

けを

を伸ばしてプレスするという過

応るだけ早くしましょう︒

注意するともに︑繊維の種類に

類によって使い分け︑仕上げは

よって使い分ける必要がありま

乾燥したものに蒸気をあて︒＞ｉ＾
注意して見ておきましょう︒

洗剤も水と同様に使いすぎを

奮ｉして来ましたが︑今回は

倒グリー 一ング店からの1

程になっています︒
カ丿性︑ウールや絹には中性の

す︒木綿や合成繊維には弱アル
少ない量の洗濯物を洗濯機で
洗ったり︑水を田しっぱなしで

1しみや汚れに目印をつけて︒

㈲水の使いすぎに注意
知らせしましょう︒
▽Ｅグループ・・・﹁かしこい洗濯
について﹂

洗剤が適当です︒

最後のＥグループのまとめをお

消費者コーナー

①現在の勤務先に一年以上勤続

48％︵年利︶になります︒
制度のあらましは次のとおり
です︒
︹制度のあらまし︺
■融資の対ａ
宇治市内に引続き一年以上住

固定資産課税台帳縦覧
4月5日〜24日︑市役所で
なる三年に一度の基皐年度にあ
たり︑土地︑家屋︑償却資産の
全資産が評価替えになります︒

洗い方・クリーニング・洗剤など
ない洗濯について︑ｍ洗履方法︑

日常生活に欠かすことのでき

Ｂク＝Ｎ−ｌｌＸグ︑咄洗剤︵合成

固定資産税
都市計画税
納期を変更

増築をされた人をはじめ︑土地

洗剤とせっけん︶の三点につい

土地の地目変換や︑家屋の新

家屋︑償却資容原宥されてい

2注文に出す時ともどって来た

かしこい洗濯方法を調査
る人はぜひ縦覧してください︒

すすいだりすることは︑水だけ

や高価であるなど便いにくい点

て調査研究を行い︑かしこい洗

があります︒しかし︑人体や自

▽ところ・・・資産税課

3大切な付属品︵ボタンーベル

然環境への厩影響が少なく︑長

時には現品の確認発
クジーーングを日頃よく利用

トなど︶は取って出し︑受け

い目でみると安心で良るもので

ΛクリーニングＶ
もなります︒たとえば︑洗濯機

していますが︑知らないことが

とった時はすぐに損傷がない

でなく洗剤や電気のむだ使いに

に水を溜めて三分半づつ二度す

かを硝めて︒

︵商工観光課︶

多いので︑低所の店へ見学に行

しょう︒

きました︒

とってしまう︒

4しまう時には︑ビｎ−ル袋を

すいだ場合は60ｇ︑水を流しっ

水洗いとドライ洗いの二種類

ぱなしの場合は135ｎと倍も水

なお︑風呂の残り湯牽碩用し

㈹クジーーング店での洗い方

湘方法奎叉てみました︒
Λ洗濯方法ｖ

潮の前によく見て︑手洗いす名

衣服についている絵ｍｍ洗

3まず＆老ポをよぐｍ

もの︑洗濯檄で洗えるものに分

国道24号線小倉の信号

日本造園連合会々員

4／7（土）〜4／15（日）

第3回宇治川
さくらまつり
の量が違ってきます︒

▽とき・・・4月5日〜4月24日
午前9時〜午後6時︵土曜
日と日曜日は午移4時まで
です︶

る人は︑固定資産評価審査委員

なお︑評価額などに不服のあ

会に申し出ることができます︒
五月四日までに文書で資産税課

＾卸

（造園ローンも有ります）

窓
宇治市史の

勤労者住宅資金融資制度

宇治市では︑昭和四十一年か

より借りやすく
くしようと︑四月一日から金利

造園・植木のことなら

から東へ約400ｍ之
宇治半白12Ｓ
ＴＥＬ22−8377

何でもご相談下さい

松，さつき等各種盆栽をはじめ牡丹，シャクヤク，
観葉植物などなんでも揃う店です。

，＾

や｀

1979年（昭和54年）4月1日発行（2）
り
よ

申治市政ｒｒ
第481号

金利6.48%に引下げ

各種園芸用品・造園材料卸と小売
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春窟狂犬冑予防注射日程

対象など

月日
場所
4．10
17−−―−■ −
3ヵ月児健康診査
市民会館3階

受付時間〃ミ

ｌ

53年12月生

13．30〜
14．30

連勣は
体重に合わせて

24−ｗ

す︒事故の原因のほとんどは︑
求めて狂暴になり︑子どもや女

の人︑老人な芦弱い人に危害を

一般的に︑犬は体重の分だけの

加えることにもなるわけです︒

2≪︶させる必要があります︒犬

距附を散歩︵五︒ ／の犬は五︒

鑓公園
10．00〜10．50ｉｔ小倉／Ｊ校
14．00〜14．50緑ケ原
10，00〜10．50紫ケ丘公民館前
11．10〜12．00ユニチカ社宅横
14，00〜14．50遊田三角公園

南

娼

1ぐ

9．40〜10．10元茶工場
10．30〜11．00竹久商店横広場
11．10〜12．00明星集会所前
10，00〜10．50開公民館前
11．10〜12．00−丁目横広場（府道筋）
14．00〜14．50伊勢田神社境内

伊勢田

−17日野神
（火）大開

ｄ︒
梁角山

蔵

黄福御

蔵幡

地

六木

賜
＜Ｍｖ−

また︑京都府では昭和五十四

母子家庭奨学金

年度の﹁母子家庭奨学心一﹂の申

爾を営何けています3

でで︑すでに京都府の他の

奨学金を受けている人は除

かれます︒

・幼児・・・六千円

▽支綸金額︵年額︶

・小学生・・・一万二千円

・中学生・・・二万四千円

・高校生・・・三万六千円

対象の人は︑福祉事務所福祉

靉にあります申閥用紙で︑6月

31日までに提出してください︒
なお︑昨年度に受けておられ

︵福祉課︶

た人も︑再度申請が必要です︒

▽対象・・・乳幼児から高校生ま

南広岡

溜

︵交通労政課︶

日︵土︶までに交通労政課へ︒

10．00〜10．50
11．10〜11．50
14．00〜14．50

13日大久保
（゜）翠゛ａ

10．00〜10．50沢井食料品店横広ｎ
11．10〜11．40小笠原氏（三重塔前
14．00〜14．40岡屋小学校
10．00〜10，50平野町児童公園
11．10〜12，00福角公園前
14．00〜14．50御蔵山小学校
9．50〜10．40木幡／ｊ校裏門前
課石氏宅前）
、
10．50〜11．30木幡公民館前

あります。
・開室時間…午前9時〜午後5時
・休室日…毎週月曜日，毎月末日，祝日。年末・年始。
・貸出業務…1人2冊までで．2週間貸出します。無李

〇スクールバス（無料）がお宅の近くまで定時に送迎しますので時間効率の
よい通学ができます…（宇治・小倉・伊勢田・寺田・富野荘・淀・くずは各コースあり）
格金料

○優秀コーチによる゛ｉグループ約10名の能力別指導ですので、上達は抜群です。

Ｉ会晶

13

713

には︑十分なエサと適ｍ運助

昌

島山田 ︲︲町ＪＪ 町
ｈ
開陵

槙蔭遊

ケ

同志社大学水泳部ＯＢ会主催重4−
−
春期生生徒券集
Ｄ．Ｓ．Ｓ．χイミングズクール

●入 学 資

運動不足からくる欲求木脚やス

そよかぜ号巡回日程

閑

く早い時期︒ただし︑ＢＣ

奨学生募集

〆

を与えましょう︒

自動車文庫（4月分）

日

▽対象−1四歳までのなるべ

Ｇを一回接種した児は除き

ます︒なお︑昭和50年5月

／
．

〆

春休みです
子とものとびだしに
注意しましよう

〜51年4月生まれの児は︑

がありませんので必ず受け

今回をはずすと受ける機会

てください︒

▽時間・・・午後2時ｙ3時半︑

ただし︑東目川公民館は3

3時︒笠取第二小は1時半

時まで︒笠取小は2時半ｙ

〜2哨

▽おねがい

かってください︒

・体温は会場へ行ぐ前に必ずは

・母子手帳と鉛筆を持参してく

ださい︒

・ツベルクリン検査は︑48防隨

後に判定し︑陰性反応の時に

はＢＣＧ接種を受ける必要が

ありますので︑判定日にＥ混一

ず来てください︒

︵保健衛生課︶

交通指導員募集

三室戸小校区の

●・・●■■

／／抄

より︑注射手数料千円と注射済

・3歳児健診は．54年度から対象を満3歳3ヵ月児に変更しますので．4月から
7月までは実施しません。
●・低体重児健診の通知の届かない人は保健所まで御連絡ください。

日程は︑3月21日発行の市政

・3ヵ月健診，1歳6ヵ月健診の通知の届かない人は市役所保健衛生課まで．3
歳児健診の通知の届かない人は宇治保健所までご連絡ください。

票三百円を加えた計三千三百円

ｏ゛曜鍍

▽4月10日︵火︶

献血デー

が必要ですので︑当日はお間違

4．10

・菟這公民館＝午前10時40分

10．00〜12．00
血液か不足していま
13．30〜15．30
す。
みなさんのご協力を
10．00〜12．00
青少年文化研修道場（黄梁）
ｔ−・・ｋ−
24 黄県病院｜゜ミＫ・゛ａ゛゜
13．30〜15．30
宇治保健所

いのないようにしてください︒

電話での相談も受希望者付けます
9．30〜11．00

市役所保健衛生課

犬の引取り

9．30〜11．00

ツ反とＢＣＧ接種

だより号外﹃保健予防年間日程

13．15〜13．30
−−

妊婦

子どもを結核から守るため︑

ツベルクリン検査とＢＣＧ接租

健康相談日

表﹄をご覧ください︒

4．18 労働セツノレメント 前編
後編
4．6
川東公民館
13
開公民館
希望者
20−−神明公民館

を4月2日から行います︒

−〜＝＝
ヰ゛工・25

4．6一一
20

り10．30〜14．30

1歳児〜3歳児

4．9

15．00一一
9．00〜
10．30

つまり︑ストレスのはけ口を

市民会館3階

幼児相談

9．00〜

トレスといわれています︒

｜

出生時2．500？Ｋｌ昌

4．2一一−
宇治保健所
低体重温康診査
6

血圧相談

13．30〜14．30

52年9月生

市民会館3階

狂犬病予防注射

＼歳Ｂヵ月児健康診査
ふ＝＝ａ20

法が改正され︑登録手数料が二

は§
−

千円に変わっています︒これに

一一−
・13

春のＥ犬病予防注射を行いま

満6ヵ月児〜ｍｉヵ月児
惣議心）ｌ｀

す︒生後三ヵ月以上の犬は︑必

23
−−−4．6

なお︑このほど︑狂犬病予防

乳児相談

9．30〜11．00

ず受けさせてください︒

4．9−−−〃

犬の事故防止を

心Ｗ／Ｗ

たり重傷を負わせるという︒犬

この欄に掲載するお子さん（53年4月生
まれ）を募集しています。市役所文書広
ｎ課ｉｃご連絡ください。多数の場合は抽
選します。（保健衛生ＩＳ）

飼い主の
みなさんへ

大切な運動

の事故 が相次いで起きていま

＝ΞΞ一Ξ＝一ΞΞ一Ξ＝＝ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

浅川理恵ちゃん︵一歳︶

＝大久保町旦椋7−69

健康の
コーナー

最近各地で︑

幼児0−児童を襲って︑かみ殺し

宇治市政
ｉｉｉｎ｜｜川Ⅲｉｉｉｉｉｉｉｉｎｉｉｉｉｉｉｉ ｉ ｔ ｉ ｕ ｉ Ⅲ Ⅲ ｉ ｔ ｔ ｉ ｉ ｉ ｕ ｉ ｉ ｉ ｉ ｉ ｉ ｉ ｔ ｕ ｎ ｉ ｉ ｉ ｕ ｉ ｉ ｉ 川 闇 ｉ ｎ ｏ ｉ ｍ ｍ ｕ ｍ ｉ ｉ ｕ ｔ ｉ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｎ ｉ ｎ ｉ ｉ ｉ ｉ 闇 闇 ｎ ｉ ｉ ｉ ｉ ｉ ｉ ｎ ｉ ｉ ｔ 咀

満3歳以上
●お申し込みは京都府久世郡久御山町下津屋41
＼5，000−
近鉄大久保駅より淀行バス（約7分）下津屋口下車
＼4．300−（週1回）
ＴＥＬ0774−43−8100（事務局まで）
＼6，000−（週2回）

スクールバスの主な停留所
小倉コース

宇治コース

栄町
国鉄新田駅
ニチモショツプ城南高校
砂田，浅田酒店神明
西小倉小学校 城南荘
西町
白伊志家具
市役所バス停
小倉駅前センター
ユニチカ前
田園ボウル
小倉・ゴルフ 蔭山
伊勢田パス停 曽根病院
西友前
新田郵便局
北山住宅
大久保駅
ニチイ前

レストランカンダ

ａ宇 治市政すごよ

第481号

7

6

5

4

3

2

金

木

水

火

月

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶

13時？15時︶

人権相談︵市民会館10時〜15時︶

京都府議会議員選挙投票日

−．．一一！．．．＿＿．

金

4月の相談カレンダー

土

1日

月

8日ｊ

火

9月ｉ

ｉ

14 13

10火

木｜水

16

法律相談︵市民会館

律

金

1979年（昭和54年）4月ｉ日発行（4）

17

結婚相談︵川東公民館13時〜15時︶

︱

一

−

−

−

1

13時〜15時︶

︱

法
相談︵市民会館13時〜15時︶

︱ＩＩＩ→ＩＩＩ

婚相談︵川床公民館
1

1

1

1

1

1

火

19118

心配ごと相談︵社会福祉協議会内13時〜15時︶
1精神薄弱者相談︵市民会館12時〜16時︶

結

水

20

Ｊ
11水

金

一一

24

木

1Ｉ−■−11

土

祝

25

1
12木

26

22日市議会議員選挙投票日 ︲︲︲一心・

27

23月

28

移動市民相談︵木幡南山集会所10時〜15時︶

−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〜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職業紹介を行います︒

Ａ相談メモＶ

城南人権擁護委員協議会では︑毎月第一木曜日︵祭日の

−人権相談の会場が変更

場合は翌日︶に人権相談所を開いていますが︑今月から

市民会館に会場を変更します︒人権問題でお困りの人は
気軽にお越しください︒

29

り

城南衛生管理組合

4／2

21

市役所清掃課

小倉町（浦和，山際，大京，中央，大成．南浦）
伊勢田町（遊田，砂田）

3

20菟道（平町，丸山，車田，出口，谷下り，森木，大垣
内）．宇治（紅斉，山田，又振，東内，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（全域）

すみよい環境をつくりましょう︵宇治市民憲章から︶

もえないゴミ収集日程表

4

23

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）−−−−−・−−−−−−−・−一一一

5

24

緑ケ原（中の田，中の荒，新中の荒，新成田，蔭田）．
名木町（全域．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）．広野町（国道
筋）．大久保町（平盛，旦椋，田原，井ノ尻，派出所前
かｓ＞自衛隊前までの府道筋．折鉄以東の上ノ山）

6

−
7

25小倉町（南堀池，堀池，西浦，蓮池，大和）
伊勢田町（南遊田）
26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．一岡屋，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1

し尿収集日程表
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
4／221福角（国鉄以西），日皆田，岡本，上村，大八木島
323車田一Ｓｉ5．平ＨＩ．一里塚，戸ノ内（槙島飛地）
424車田，丸山，出口（国鉄以西），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，三番割一部
626西浦（国鉄以東）．三番割
727芝ノ東ｍ鉄以東），広岡谷．南端（国鉄以東）．中村（さつきヶ丘）
928南山
105／1南山畑．北山畑，大瀬戸（国鉄以東），中村（国鉄以東）．東中（国鉄以東）．北畠一部
112北畠，桧尾，金草Ｊｇ，平尾，須留
12花揃，赤塚，陣ノ内（国鉄以東）．御園，畑山田，北御園，正中（国鉄以東）．町並一部
13北御蔵山（半尾），中御蔵山4丁目（本通以北）．町並，奈良町．畑町
14御蔵山，中御蔵山（5丁目より）．炭山
16−ｒｓ．闇屋：暦71談中（国鉄以西）．陣ノ内国鉄以西）．徳水，柿ノ木町，
17内畑．四中，中村（国鉄以西），大鵬戸（Ｂ印西，壇の粟．曲浦，ｍ小路．両端（田鉄ａ西
18大林，梅林．乏ノ東ａ鉄以四；．ｍｍ一鄙
19寺界ｉｆ．石川．四田，北ノ圧，野添，谷ノ前，ｍｍ一鄙，目衛隊官舎
20西浦一ａｓ，新開．＿乎野府営住宅，折坂一部

4／221田原，井の尻，且探，半盛
323北の山．山の円，上のｌｉｉ．大Ｙｒ，剛の□，茶屋斑，白斑（府遭以南，久保（国餓以西）＞寺山（田鉄以西）
626寺山国歌以来）．久保国獣以来み東畏（府道以用タ
727宮谷．尖山，釆畏府逗以］り，四畏ｃ府逗ｉｌ北）．一里山，桐生谷，
928宮東一節．Ｂ四，小Ｋ尾．凡山，大開．一里山（府逗以雨，ｎｉ道以東）．中島
105／1宮北．＝塚一郎り巳嘩寺通以四力開ｓｊ．羽拍子．伊勢田町ｍ山（近鉄以東）
112宮東．5塚一郎りＣヽ華寺通以果），ｉｓ，塚，野仰．大谷，
12二＿ニ§誦ミＳ厚導堅輩？・準拠・．佩皿し医茎＿企桜，里尻（国鉄以北）

930宇治（半白）．小倉町（近鉄以東の小倉町全域）
羽拍子町（国道筋）
伊勢田町（毛語，井尻＞中山，若林，大谷，北山）
一一−1027広野町（1〜5丁目，末広通り，円蔵院前，桐生谷，
一里山，開ケ丘，神明パス停より国鉄踏切まで，寺山ｌ
大久保ＨＩ南の口．大竹，山ノ内，北ノ山．久保，近

13疆鯛顕鑓物理隨懇題：朧昌義南）．白川

鉄以西の上ノ山）−−−−−・−−

14妙栗ｉ予震稿坦以閉み連華．硲の川，乙万，東内，又振．山田，紅斉

115／1五ケ庄（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，

16森本咽収以東丿，段の上．数里．釆゜四軍上り．東中．西中，河原，田中，門の前，只Ｊｌｌ．中筋，荒槙．ｆｅ揖，谷下り．池山

荒槙，京阪三室戸住宅，先陣ケ丘）一一−一一−一一一一
122宇治（大谷，蛇塚），神明（全域）
羽拍子ＳＴ（国道筋を除く）．南陵町（全域）−−

くみもれの場合は

133六地ｍｍノ木ＳＩ，紺屋町を除く）．木幡（河原，正中，
北・中御蔵山）．槙島町（上，中，下，下村，中川原，
吹前，薗場），宇治（蔭山団地．■？・―チカ蔭山社宅）
16

17

槙島町（東・西目川，南落合．一の坪，大曲，拾六）
府営西大久保団地
開町（全域）
広野町（丸山，中島，宮谷，大開，小根尾，尖山）

−18

19

連絡を
し尿のくみもれの場合は，必ずマ
ン．＋．ール（収集口）から確認し．2
〜3日中に
城南衛生管理組合

六地蔵（柿ノ木町，紺屋町．・木幡（西中．東中，大瀬戸
内畑，西浦．中村，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）
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，

（電話075−631−5171番）
までご連絡くださいぶ
なお，平日は午後5時まで，土曜
日は正午までにご連絡ください。

会場詰顕聚
国道24号線大久保パス停前
（近銑大久保駅下車歩2分）

住宅事業部●ナショナル住宅
●木造住宅（新築・増築・改築）
ダ●わ＜組壁工法住宅（ツー・パイ・フォ−）

80774（41）6827（43）7995木材事業ｉ

●木材（内地材・南洋材）
●住宅設備器機
●住宅設計のご相談

＠田島産業嬰

本社／宇治市広野町西裏Ｓ0774（43）ｔ353

714

