投票日は4月22

番地
京 雛 府 宇 治 Ｉ Ｓ宇治甕・

電話Ｒ3141㈹
印刷所新進堂印刷
市の人口
世前人前

数比口男女比帯月月

4月1日現在）
43，284世帯
180庶帯増
148，101人
74．417人
73，684人
768人増

挙です︒四月二十二日の投票日には︑有権者みんなか投票しましょう︒

今後四年間の宇治市政に住民の意見を反映させる代表者を選ぶ大切な選

議員選挙が告示︒十日間にわたる選挙戦が展開されます︒この市議選は

八日の投票で府議会議員選挙か終りましたが︑明日十二日には市議会

ｎ宇治市役所

Ｏ同︑公共下水道事業特別会計

月十二日に告一害れ︑四月二十
二日が投票日となります︒

投票できる人

に伴うもの︶
〇職員定歎粂例の一郎改正︵職
員定数の改正に伴うもの︶

︵篤志者奨学草警司制定に

〇奨学資命一賃与条例の一部改正

伴うもの︶

賦課総額およぴＭ課単価を定

〇ｍ共済事業事務費賦課必一の

めるについて

喜撰会館・東笠取簡易郵箆

︹志潭川・笠取︺

山37︶・明星集余⁝

落貧館・三斉鷺︵丸

︹菟逗・明星町︺

選挙公報の置いてある場所
六地蔵公会堂・北木柵集会肌

︹六地蔵・木幡︺

御蔵山集＜≪！￡・岩田書店︵御
園20︶・密露店︵酉中12︶
木幡保育所・南山集会臍・用

白川公民館

︹白川︺

神辱貧掘・老人惣の家

︹神明︺

︹槙島町︺

酉目川公氏館・紫ヶ丘公氏館

槙島＜≪！ｇ＜Ｋｉｎｉ川心罠館・

川東公民館・宇治可民血・

Ξ軒家公民館︑

︹宇治︺

塑蘭内所・義脚保餌・山

木幡集会町

城学校建殴公社︵市分庁會︶

︹五ヶ庄︺
黄聚栞局︵芝ノ東39︶・大和

・宇治市徊Ｉ符・若宮集会

民餌・西山集台￡・遭池申集

うさぎ堂︵西浦88︶・小倉公

︹小倉町︺

田公会堂・西岡屋会鄭・黄果

所・半白集余

また︑一定の身体上の障害が

す︒

あ2＞ 身体障萱旱帳や戦傷病
者手帳の交付を受けている人は

＜︵15≪西小倉集ふ所

酉小倉保育所・砂田集会所・

︹伊勢田町︺

伊勢田公民館・西宇治男防分

暑・名木集会 ⁝

開公氏館・用陵堡蕭

︹関町・剛陵町︺

広野公民館・広野集会所・緑

︹広野町︺

ヶ原集会所

大久保幼稚園・同胞保育園・

︹大久保町︺

酉大久保集全肛

選拳管珊委員会へお問合せくだ
さい︒

投票整理券は︑湛挙について

投累整理券
ことができます︒この場合︑選

のためにお届けしているもので

のお知らせと投票事窃の円滑化

郵便によってＫ在者投票奪忌

挙管1頁会の発行すＭＯ郵便投

ていれば投票できますので︑投

されたりしても名簿に且取され

もし︑届かなかったり︑紛失

す︒

票証明Ｓが必要です︒ところで
発行済の郵便投票証明書のうち

すので︑確めるなどしてくださ

有効期限が切れるものもありま
所に行けない人のために不在者

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

鯛Ｍ
・ｆ︒ｊ一
糾
昭ｒ
ｒさき

一やきＩｊ

11

1−1111111111111

公園車窓一所・山崎幸一さん宅

一

︵福角26︶

不在者投票

〇京阪木幡駅・熊小路踏切遭の

・ナンヶイ・日本経済・京都新

四月十八日の朝日・毎日・銃売

る予定です︒新聞老駁りでな

聞の朝刊に折吟込んでお届けす

○宇治久世地颯の医療体制と医

た場合は︑右のところにＩいて

また︑選築公報が届かなかっ

い世帯には直接郵送します︒

ありますので自由にお取りくだ

お問合せください︒

ば︑選挙管理委員会まで気脛に

その他不明な点や疑問があれ

ヽ◇

ので︑ご注意ぐださい︒

ものなどは無効投票となります

いたものや余計なことをＳいた

二人以上の候禰者の氏名をＷ

を一人だけ審いてください︒

投果用紙には︑候禰者の氏名

投票の注意点

絡ください︒

ＶｊｉＱか︑選挙管理委員会にご連

〇道路整備に関すＳ爾願

面移転改築を求める爾願

〇宇治市立菟遭第二小学校の全

す名請願

︵︶特殊健康診断の実施等を要求

設置の爾願

路︶の一部遭路拡幅と待避所

︵︶宇治志津川線︵宇治川右岸逍

爾願

ぴ歯霞置の実現についての

○市道広芝炭山線道路拡幅およ

安余簒簑め＆請願

Ｏ通学道路ならｂに忠嬉旛に

す芯爾願

〇六地蔵地域総合街づくりに関

行政の充哭強化を求める爾願

摩内容の改善向よ丘縫予防

ついての爾願

改良およぴ自転軍一場設皿に

宇治市議会議員の選挙公報は

選挙公報

い︒

票所のｓａ揺に申し出てくださ

不在者投票できるのは︑土議

い︒郵送ｌｙ期間も考慮して早

日・日躍日・祝日を含めて四月

紙の爾求は︑四月十八日までと

投累制度が設けられています︒
投票日に︑有権者が投票所に

なっています︒くわしいことは

ｏ財麗取得︵四校の施設取得に
伴うもの︶

一部ａ正︵市立大久保幼稚園

ｏ市立学校設倣に関す〜粂例の

平媒分園の開殷に伴うもの︶
ｏ固定賢屋評価番査委員会委員
の選任同意︵今西貞雄氏︶
ｏ宇治市議会会議規則の全部改
正︵標準会議規則に基づき改
正す久石の︶

改正︵標串委員会条例に基づ

ｏ宇治市議会委員会条例の全部

き改正するもの︶
Λ否決された議案ｖ
ＯＪｅｆｃｔＳＳＨ保育料条例の一部
改正ヽ

ｏ私立幼稚園の振興助成に関す

Ａ採択された請願ｖ

る請願

額等の請願

ｏ宇治市私立幼稚園就園助成増

ｏ都市化対策の推進についての

なお︑この制度による投票用
行って投果すものが原則です︒

午前八時半から午後五時までで

十二日から四月二十一日までの

めに手続さしてください︒

しかし︑投票日当日︑仕事な

○同︑交通災害共済事業特別会
叶棉ｍ−算︵第一号︶
〇同︑公共下水道事業特別会叶
想乖鼻︵第二号︶
〇同︑住宅新築資︷一一等賃付事葉
狩別会叶補1＊8；︵第二号︶

第二号︶

ｏ同︑水道ＷＭＨ計補ｍ−ｖｋ︵

○篤志者奨学葵器例の制定︵

基金粂例の一本化に伴うもの

どのやむを得ない事情で︑投票

Ｏ水稲無事戻し金の交付︵五百
六十八名︶
〇都市公園粂例の一部改正︵公

〇市道路線認定︵三十八路線︶

園の帰属に伴うもの︶
Ｏ市税条例の一都改正︵納期に

正予算︵第三号︶

○同︑農業共済事業符別会計禰

予算︵第七号︶

〇昭和五十三年度一般会叶禰正

ぴ地方盆是業法の一部適用

業災害補償法の一部改正およ

〇員業共済条例の一都改正︵農

ついての特例を殴けるもの︶

0同︑水道事菜会計予算

○同︑農業共済事業会計予算︒

特別会叶予算

〇同︑住宅新築資金等貸付事業

面積
．67．29＼社旦乙二些

54年度予算等を可決

Ｏ同︑国民健康保険事業特別会

叶予算

Ｏ同︑交通災害共済事業特別会

Ｏ昭和五十四年度一股会計予算

された議案Ｖ

Λ可決・同案

3月
定例会
叶予算

宇治市議会碩員一般選挙は四

一人も もれなく投票を

案の提案説明が行われ︑うち一

二十六日には︑予算符別委員

ひろげられました︒

はじめとしｍ．発な質問がくり

政全股・市民牛居・教育問題を

われ︑六人の礒員が登壇し︑市

二十二日には︑一股質問が行

いての審査が行われました︒

かれ︑付託議案や晴願などにつ

じめ︑各常任・特別委員会が開

託をうけた予薫特別委員会をは

ては︑各会針予算などの議案付

三月二日から二十一日にかけ

り可決されました︒

議が行われ︑それぞれ原案どお

三月十二日には︑八隅案の番

定例会は︑三月二日から二十六

した︒また︑八日には︑五十三

ともに︑各委員会に付託されま

提案脱明が行われ︑請願一件と

や特別会計予算な″午六議案の

の拓政方針脱明︑一般会叶予算

招集日の三月一百には︑市長

が提出されました︒

円︶をはじめとした二十八議案

四十九唯八千七百五十一万二千

別会叶于算・二事業会計予算︵

業・国民健康保険事業など四狩

十四万三千円︶およぴ︑水道事

度一般会計予算宕七十億四百

今定例会には︑昭和五十四年

かれました︒

爾案を委員会付託としました︒

年度一般会計禰︸ 挙算など九議

日

日までの二十五日間の会期で開

昭和五十四年三月宇治市議会

市議会議員選挙
議会だより

予算
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（1）昭和ｉ・年ｔ月ｉ・日章ｉ覆郵便掘ａ可

恐れがあります︒このためにも

一方的に被害がしわよせされる
となって︑力を合わせることが

私たち一人ひとりが賢い消費者

昨年暮れのモニターの試買調査
41−6768

宇治市では︑昭和四十八年か

大切なのではないでしょうか︒

ら消費生活モ 一ターの制度を発
足させ︑これまでに百四十人の
方が担当︒試買調査によって劣
瓢な商品を明らかにしたり︑灯
油価格の地域差を公表するなど

今後︑この制度をよりいっそ

幅広く活頑されています︒

う充実させるためにも︑消賢生
活でご意見・苦情がありました
ら市役所商工観光課︑またはお

︵商工観光課︶

近くのモ 一ターの方までご連絡
ください︒

43−0506

消費生活モニター 25人決まる
消費賢一行政を結ぶパイプ役

出展作品を募集中

として︑今後一年間︑活躍して
いただく宇治市消費生活モニタ
ー二十五人がこのほど決まりま
した︒そ一ターの方には︑日常

41−6437
43−5547
までです︒

なお︑攻致は一人につき20攻

け付けています︒

申し出ください︒代理人でも受

手帳ｍ宗し︑所定の用紙でお

は︑近くの郵便局に身体障害者

歳以上の人です︒希望される人

者の方で︑4月1日現在で脚6

対象は一級・二級の身体障害

布します︒

度の身体障害者の方に無料で配

に発行しますが︑その一部を重

意匠の20円郵便葉書を4月20日

強調運動にちなみ︒冑い鳥 の

時です︒︵社会教育課︶

時で︑撤去は六日午後四時〜六

搬入は︑五月四日午後三時〜六

申込みください︒なお︑作品の

戸増小須

松尾林田

昌蓉和和

子子枝子

久
且椋50−1月ｆ
大久保町且椋50−ｌ府住29−41143−9658
︵宇治郵便局︶

山ノ内1−1

の買物を通して消費間題の意見

44−4257
44−3314
こ

44−6895
むつみ伊勢田町名木1丁目1−282
松下電器マ1ンシａン103

や苦情を随時的に出していただ

幸子子子代子子代子子子子子子子
清ら文佳節χ澄ｍこ四難裕泰文庫

回春の市民文化祭事晋局までお

育委員会社会教育課内の第十二

十五日〜二十八日の間に︑市教

出品をｔ望される人は︑四月

22−8266
22−3578

麻しん予防接種
医療機関を変更

43−2235
蔭田23−8

くほか︑試買調査や灯油価格調
査などいろいろな活動をしてい

ところで︑私たちの消費生活

ただくことになっています︒

は︑不況のなかの物価高で春ら
しにくくなる一方︒さらには欠
陥商品や有害食品︑誇大広告︑
流通機構の問題をはじめ︑最近
では自動販売機の食品の安全性
も社会問題化し︑数多くの消費
者問題が私たちのまわりにうず

22−6215
22−3022

身体障害者に
郵便ハガキ

−−

24−2081
22−2789
小倉町西浦30−29
，ｆ南浦71−142

田本田地内村上坂部黒田山井藤下上木田宇

一

山ノ内−2
−−

24−1481
23−4115
4〃琵琶16
蛇塚7ａ−33

32−5961
32−1575
23−2639
23−1444
4・福角51−8
菟道出口30−62
明星町2丁目6−20
宇治蓮華89

安山沢宮督倉三岸井野矢宮江浦外今内山西杉岩

ことしは︑国際児童年にあた
っており︑児童作品の絵画や写
真︑工作などの展示コーナーを
設けるほか︑子どもたちぶ対象
にした行事冷持別にφ箇してい
ます︒
この市民文化祭で募集してい
る作品は次のとおりです︒どし
どし応募してください︒
▽児童作品・：絵画︑写耳︑工作
などの作品
▽生花
▽絵画
▽写耳︒
・テーマ作品﹃ヱいども﹄
・自由作品
白黒・カラーとも四ツ切です︒
Ｈ︼色紙・短冊書き

ト︑アＦトフラワーなど

▽手芸・・・押絵︑ペーパーグラフ

一一

まいています︒

月五日︑六日の両日︑宇治市公
民館︵市民会館︶および宇治神
社を会場に催されます︒

氏

消費生活モニタ−名簿
54年度

電話番号
31−5618
31−5677
33−0232
32−8694
木幡御園11−35
陣ノ内37−6
中村19−11
南山畑21
五ヶ庄官有地京大宿舎554号
一

これらの消質問題は︑ ともす
れば弱い立場にある消費者に︑

5月5日．6日に開催

第十二回春の市民文化祭が五

春の市民文化祭

1979年（昭和54年）4月ｎ日発行（2）
ｊ

？ご よ
ｒｔｆ
肇・
ｉ攻
窄

春のハイキングコース

興聖寺へは︑頂上からさらに

４ところだ︒

仏徳山へ続ぐ奥の這を行ぐとよ

〜〜大吉山コース〜〜

い︒︵約一時間︶

口Ｉ︵上りＯ・5㎞︶ ︒

・ＣＭｉＪ︶ト大吉山登り

＆︶ト宇治神社−︵0

履宇治橋−︵平地Ｏ・7

▽ンポで忙しい毎日をすごす私たちにとって︑豊かな自然はきっと安△

▽うららかな春の一日ＩＩご家族でハイキングはいかがですか︒急テ△

▽らぎを与えてくれることでしょう︒宇治市には幸い東海1然歩道な△

大吉山頂上−︵Ｏ・5

㎞︶−仏徳山︲︵下り

▽どすぐれたハイキングコースがたくさんありますが︑今回は︑家族△

宇治橋

Ｉ．︵平地Ｏ・6知︶．Ｉ

Ｏ・5ｉｎｊｉ︶1興聖寺浜
カ吉山の頂1は︑宇治川一帯の

健脚向き

で︑子どもたちも思う︷双延べ

貴族別菜の地が展望で晦る広場

▽向きの大吉山コース︑健脚向きの笠取西がわ縦走コースの二つを紹△
▽介しましょう︒ぜひ︑体力に合わせて歩いてください︒△

家族向き

ハイキングコースにはこんな道しるべが⁝
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1979年（昭和54年）4月11日発行

間︑休息その他の労働条件の最

今後の活動について
合奏練習は︑・民話ややさし
いオリロナル曲などをつかい
ます︒ギターかマンドリンを
ご持参ください︒
▽時間・・・いずれも午後7時〜
9時まで
▽会場・・中陰沢罠館︵市民
会館︶
▽対象・・・市民か市内に通助・
通学している高校生以上の人
で︑少しギターかマンドリン
の弾ける人
▽指導・・・エルマノーマンドジ
ンオーケストＩｔＮ＝＼−ダー岡本
茂樹さんＩ
希望の人は︑ハガキか電話で
宇治公民館︵宇治里尻71Ｌ9︑

していこうと願っています︒ま

まる人たちにささやかでも協力

だまだポランテ″ア活励に参加

ていまだ｀が︑宇治福祉園｀

支えていくことが主なねらいと

している人が少ないのも実情で

ますか︑障害児の幼い兄弟たち

なっています︒こうした活動を

の世話などをする中で親たちを

通じて︑障害児への理解を深め

宇治福祉園は︑障害児や親た

す︒

ちの地Ｓ＼ンターとして積極的

り︑また︑現実との︒格闘 の

感しています︒

で支えていくことの重要性を哭

ていくとともに︑その親を地颯

施設づくり︑地域づくりに向け

に自立していく上で︑よりよい

して︑障害児がこれから社会的

に社会へ働きかけています︒そ

場として貴重な役割りをもって

害児と説の心のよりどころであ
地域づくりへ奮闘
宇治福祉園

ボランティア活動から
前回は老人ホームの活動を紹
介しましたが︑今回は京阪三室
戸駅近ぐにある障害児の母子通
園厖設﹁宇治福祉園﹂の活動に

います︒

ついてお知らせしましょう︒

ど息災切な乳幼児期の保育を

宇治福祉園は︑障害をもつ子

通じて︑成長し発達牽とげてい

ここでのボランテ″ア活励は

税の基礎となる固定資産の価格

ら羞引くこと︑扁入れの条件と

にお金を貸しこれを後で賃金か

期間︑無料で見ていただける制
校教育法に規定する高等学校

明書と家族全員の市民税非課

に記入・押印のうえ︑在学証

福祉課にあります支給申請書

はこの機会にぜひごらんくださ

屋償却資産を所有されている方

増築などをされた方︑土地や家

なお︑土地の評価については

土地の地目変換や家屋の新・
高等専門学校ならびに盲字校

税証明書︵市民税課で受けて

度です︒

および聾学校の高等部に就学

ください︶を添えて︑6月1

0
1

い︒

している人
▽支給額

日から6月9日までに福祉課

等︒専門学校＝月額一万円︒私

の場合︑受理した日の属する

なお︑6月9日以後に申請

五日︑受付時間は午前九時か

▼期間・：四月五日〜四月二十

評価となっています︒

登記地目に関係なく現況による
︒立全日制＝月額二万六千円︒

月から奨学金は支給されます

時制︲月額八千円︒国公立高

私立定時制︲月額一万九千円

で︑電気主任技術者または高

ふＪ年4月1日に生まれた人

▽以気技帥・・・昭和23年4月2日

た人︒2名︒

2日〜36年4月1日に生まれ

さい︒

︵資産税課︶

に必嬰事項を記

入し︑最近六ヵ

月以内に撮影し

た写真をはり︑

職員課にありま

︵職員課︶

日の間に職員課へ提出してくだ

す申込書を添えて4月16日〜21

受付は4月16日〜21日

受験の申込みは匝

時から宇治中学校で行います︒・

試験は4月29日︵日︶午前9

男子︒1名︒

圧電気工ｍ士の資格を有する

てください︒

五月四日までに文書で提出し

をすることができますので︑

価審議委員会に不服の申し出

不服のある人は︑固定資産評

▼不服の申し出⁝⁝価格などに

課

▼場所・・・市役所一階の資産税

曜日は午後四時まで︶

ら午後五時まで︵土曜日︑日

が︑入学高器一は支給されせ

︵福祉課︶

んのでご注意ください︒

されている人には固襄屋祝が

土地や家屋︑償却資産を所有

4月24日まで

かかります︒この縦らんは︑課

▽保育所川5員＝昭和13年4月

男子︒3名︒

日〜36年4月131に生まれた

▽清掃作業員＝昭和18年4月2

1名︒

税︵補充︶台帳の縦らんを四月

日〜36年4月
1日に生まれ
た人で︑学歴
は問いません
が高等学校卒

36年4月1日に生まれた人で
召護如の資格を有する女子︒

▽回護細11昭和18年4月2日〜

名︒

業程度の学力を有する人︒5

市職員を募集

▽一般事務職＝昭和29年4月2

者名簿1Ｍ≫定人員です︒

募集人員はいずれも採川候補

集していまず︒

市では︑次の職種の職員を募

二十四日まで行っています︒

昭和五十四年度のｌａａｉｉ

固定資産課税台帳縦覧

五千円︒私立全日制Ｈ十六万

・入室又庇金⁝⁝国公立＝五万

通信制ｎ月額七千円︒

へ提出してください︒・

・奨学金⁝⁝国・公立全日制・定

▽申晴手続

︵社会福祉協議会︶
療育の一部旁手伝うことも1§2＞

などを記戴した課税台帳を一定

て奮闘しています︒

くために専門的な援助を行う加

円︒定時制Ｈ十二万円︒通信

地域住民の一人として︑ボラ

殴で︑現Ｅの定員は四十人︒障

申込みください︒

制ｎ四万円︒

高等学校への就学が困難な市民

せたりすらことなどは許されま

者のｍｍ下におかれますが

して労幼者に社内貯金を強制す

ンティアは微力な活動しかでき

日までにお申込みください︒

税非課税世帯の子弟を対象とす

せん︒労働Ｍ準法は︑このた

労ａｓｉと使川者の関係は︑労ｓ

ることは禁止されています︒そ

民税非課税世帯の子弟で︑学

▽支給対ｍ⁝⁝昭和54年度市
︵公民館︶

市民税非課税世帯対象に新設
高校の支度金・奨学金

就学の援護をはかるため︑奨学

均等の趣旨から︑経済的理由で

金や入学次屁金を支給する制度

るものです︒

京都府では︑昭和54年度から

を発足させます︒この制改は︑

めにいくつかの規定をしていま

ご希望の人は︑福祉課までお

を低下させてはならないという

このｍｍ由として労働条件

す︒すなわち︑使川者は労働者

教育を受ける権利や教育の機会

対等な交抄で︑このＭ準を上回

の国籍︑宗教や政治についての

ことです︒労働者と便用者は︑

る労働条件を定り台ようにつと

考え方︑社会的身分がど・うであ

条件について差別をしたり︑女

ろうと︑そのことを理由に労3

子の労働者で§石という理由で

めなければなりません︒

労働者は使用者に身ぐるみ履

男子の労働者より賃金を低くす

Λ労便関係Ｖ

労働者は労ｍ提供して賃金

われているのではありません︒

ることは許されません︒
また︑強制労働をさせること
労働者が会社に損害を与えた拗
合にあらかじめ一定の金額の賠
償金を文払うことを約束させき

ｔμ労働を提供することを約束

して︑どんな人でも労働者の賃

こと︑働くことを条件に労働者

用者は︑労勁Ｍ卒法で定めるＭ

し︑使用者がこれに対して賃命︷

金の上前をはねてはいけないの

ｍｏことから︑就菜中は便用

準以下の労働以下の労働条件で

を支払うことを約束することに

です︒

であっても︑一人でも労働者を

労働者を勁かせることはできな

よって成立宮︵旁偏力死μの関

屈っていれば適川されまず︒使

いのです︒これに違反した拗合

係であるといえます︒ですから

︵交通労政課︶

自動的にこの法律のｍまＣ引

いや9働者のｍｉに反して働か

不合理な理由による差別的取扱

上げられますし︑使用者は処剖
をうけることになります︒
たいせつなことは︑枕川者は

京都府

ギターやマンドリンで

アンサンブルの広場
・4月27日︵金︶合奏練習口

ＴＯＳＧ

続け＆ことになっています︒
・．5月11日︵金︶合奏練習圓

なでサークルをつくって活動を

ンブルを0−つてみませんか︒公
▽日程

ギター・マンド＝Ｎ．＼のアンサ

民館では︑この広場を4回開設
・6月18日︵Ｍ︶合ｍ習倒

れず︑すぐさまクビになるとい

労働ｍ法は︑賃金︑就業時

Ａ労働条件の保護Ｖ．

ための法律であるのです︒

え方からつくられた働くものの

労働ｍ法は︑このような考

障し︒ていまず︒

賃ボート︶

︵写耳はＨＡＪ4︶≪れでにぎわう

・4月20日︵金︶自己紹介・合

宇治市政ｎ：ｉ；り

します︒そして︑そのあと皆ん

やさしい
労働教室
力働Ｍ準法は︑昭和二十二年

企菜であって 吊小企業であっ

低の基準を定めたものです︒大

ても︑また工場や事務所︑商店

うようなことが︑たくさんあｓ＞
ました︒しかし︑社会が進歩す

てｓａｍれ︑人闘らしい生活を

すべて国民はＳｅａで文化的な

Ｌトートしに︲問Ｕ

るにつれて紅済のしくみも＆1わ

できたわけＶ

いと考えられるようになりまし

営むことができなければならな

間などの労働条件がたいへんひ

た︒

昔は︑労働者の賃金や？；ｉｇ時

どいものでした︒労働者は長い

生なところで働かされました︒

ｔ＆限度の生活を営む権利を有

日本国ほ法第二十五条は︑﹁

そのあげく病気になったり︑け

する﹂と明︲りかに糊利として保

時一問︑安い賃金で︑しかも不衛

公民館

労働条件の最低基準

三十三年目を迎えようとしてい

九月一日に当行され︑ことしで

貸ボート塔の川にオープン
ます︒同慧準法は︑賃金︑就業
時間︑休息︑そのほか労働条件
のａ低のＭ眼を定め︑労ｉｉｌｉｖ 5
保護につとめています︒
そこで︑同Ｍ準法の内容を﹃
やさしい労ｇ教室﹄として︒・ｉ＝Ｎ

Ｉ

り︑働くことの内容も変化して

Φ

Ｉズでお知らせしましょう︒

1

きました︒すべての人は人とし

Ｉ

Ａ労働基準法の

Ｉ

がをしたりすると何のＳｔｖ＞Ｋ；

717

ミゝ〜Ｓｒ・．●．・』
ノミＩＷ・
｀・
4−Ｓメ｀−へ．4●−4−ぞ
．芦ヽ

住みよい街づくり

んのご協力をえて︑﹁分別・水
切り・再生利用﹂という三つの

で軽く押さえると三分の一
以上の量が叙ります︒

などへ出しましょう︒また

・再生利用・・・市の古紙回収事業

捨てる前にも つ一度利用方
法を考えてみましょう︒
また︑ゴミは必ず収集日の当
日に定点へ出してください︒燃

えるゴミと燃えないゴミの収集
日が重なった場合は︑分けて集

古紙の再生利用はバルブの原

取り組みましょう古紙回収事業
市では︑町内会やｍ治会など

料である森林の保存にもつなが

収をしています︒これは︑燃え

町内会や自治会︑婦人会︑ＰＴ

この事業の対象となるのは︑

のゴミ収集︵有料︶があります

さんのゴミが出るときは︑瓢一時

お知らせぐださい︒

つけたら警察または︑清掃課へ

を捨てようとする不心得者を見

お問合せは

≫清掃特集≪

宇治市清掃課まで

書を持参ぐださい︒

があった場合は︑印かんと恨収

ください︒また︑家族数に増減

は︑印かんを持参のうえお趨し

清掃課までおたずねください︒

でしょうか︒くわしくは市役所

話し合って始められてはいかが

り組まれていない団体は︑十分

Ａなどの市民団体です︒まだ取

覆してください︒

ＴＥＬ22−3141（代）
燃えるゴミと燃えないゴミに
必ず分けましよう1

燃えるゴミ

燃えな
いゴミ

＊2人用｀650円＊
＊3人用800円＊

＊4人用1，000円＊

新しくご利用なさる方はー。ｊ■・。
お電話下さい。担当員がメニューをお届けしますから．お気に入りのご献立がございましたら．お好きな日だ
けで結構ですからご予約下さい。
ご予約を戴いた分，担当の仕入係が，その日の朝，市場で入札してまいりますから，新鮮そのもの，魚・肉・
野菜をお届けすることができます。ご結婚前のお嬢さん，またはベテランのお母さ。ん，ディナーサービスで料
理のレパートリーをもうと増やして下さい。ディナーサー ビスをご利用頂き合理化出来た分はレジャー，ロー
ン資金等にご使用下さって，よりたのしみの多い生活設計をお作り下さい。

みんなの参加が大きな力に
清掃の仕事にご理解を
毎年増え続けるゴミを処理す
るために︑市では市民のみなさ
ルー︒ル作りを進めています︒
これは︑市民一人ひとりに自
分の出すゴミに責任を持ってい
ただこうとするもので︑各ご家
庭でこの三つのルールを実行し
ていただぐとゴミの量も叙り︑
市の財政負担も大幅に軽減され
ます︒今後とも次の妥領でご協

・分別・・・下の表を参考に燃える

の団体と協定を輔ぴ︑古紙一ｎ

りますのでご協力ください︒

力ぐださい︒

ゴミと燃えないゴミに分け

あたり五円の報償金を出して回

るゴミの叔ｓと資源の再利用を

ましょう︒

はかろうと害台ものです︒

・水切り・・・流しの三角コーナー

にポ丿袋のすみを切り︑手

むやみにゴミを捨てると﹁廃

ので︑早めに清掃課へご連絡の

し尿収集
し尿収集︵くみ取り︶の申し
込みは清掃課まで直接お越しく
ださい︒転入や移転などで新た
にし尿収集を申し込まれる場合

京都府宇治市木幡中村29−1ＴＥＬ0774（32）4862代

京都デ＾・｝り・ｉｆス

お届けは，コー。スによって多少ずれがありますが，11時〜4時までに
はお届け申しあげます。
お留守がちのお宅も，サービスボックス・（保冷箱）に入れてお届けし
ますから心配ございません。

料の配

より新鮮な自然の幸を
食卓までお届けする

爆

で水切りぷ干分にし︑さら

棄物の処理およぴ情掃に関 ｐｉＯ

うえ利用してください︒

また︑こっそり山や川にゴミ

法律﹂によって厳罰に処せられ

やめようゴミの不法投棄

水分はよく
切って・‥
ます︒大きなゴミや一度にたく

111−111111−11−Ｉ

谷間に棄てられたゴミ

1979年（昭和54年）4月11日発行（4）
すごより

皿
＾≪ ｔ台 ｍ
第482号

町内会で集めた古柾を回収

切りとってよく見えるところに貼ってください

ゴミの出し方

定期収集（無料）

で扱わないゴミ
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