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明治６年に板行された木版刷

歴史資料館では︑春の企画展﹁煎茶︵せん
ちや︶の再生﹂を五月二十一日出から七月三
三八年ごろ︶に永谷宗円が煎茶づくりの方法

十一日剛まで開催︒煎茶は︑元文年間︵一七
を編み出したといわれ︑今年でおよそ二百五
十年︒今回の企画展では︑現在に伝わる古文
書や民具など約四十点を展示︒宇治製煎茶の
歴史と︑それが全国に広がった過程をたどり
一ト禁裏御所御用札
一 新しい煎茶は︑禁裏へ献上一

第四十三回国民体育大会

宇治市実行委員会︵会長＝

池本正夫宇治市長︶の第四

文化会館小ホールで開催︒

一された︒その時の御用札︒ 一
それが全国に広がった過程を

総会では︑池本市長が︑﹁京

回総会が︑四月二十三日︑
家の努力によって製茶技術が

たどります︒

策
私たちが飲んでいる煎茶

高まり︑高級茶﹁玉露﹂をも生

治田原の永谷宗円か煎茶づく

や和本︑民具な芦約四十点を

今回の企画展では︑古文書

宇治茶の歴史のＩコマかぜひ

の機会にご家族おそろいで︑

金色院総門︑四条宮寛子供

折居台1丁目１

責務は重大︒万全の体制で

大会の主会場である本市の

一方︑続いて開かれた新

期待が寄せられていました︒

に︑本番での活躍に大きな

また総会後︑同会場では

との方針を決定︒同時に︑

功への実践活動を推進する

の第三回総会では︑国体成

しい歴史に向かって走るフ

臨みたい﹂と決意か迂べ︑

開必一式などの式典に出演す

三項目の重点実践活動が設

宇治市市民運動推進協議会

る小学生の鼓隊︑金管バン

定されました︒

運営方針や事業計画が決定

ドが日ごろの練習の成果を

されました︒

披露︒その力強い演奏ぶ句

市スポーツ初級指導員を認定

樹︑太田輝彦︑太田智子︑

奥村美恵子︒西村綾子︑中

木村長次︑高橋喜八造︑樋

村三男︑藤村信行︑山下秀

なお︑認定証の交付式は

口信男︑山本武司︑板谷嘉

選考した︑指導者として熱

四月二十日︑中央公民館で

白谷貴︑小林邦弘︑小林幸

井内智子︑井上れい子︑

則︑中神邦雄︑山本岩央︑

根一枝︑浅見満夫︑佐多正

辻川直行︑細井雄治︑小曽

徹也︑市川紀和︑土橋昇︑

子︑清水桂子︑斉藤高子︑

子︑本間彰雄︑大下征子︑

新庄直︑大石美智子︑内川

下山健二︑真名子泰二︑田

木元健蔵︑米良清明︑山岡

中彦︑奥掲正行︑小林良治︑

認定証の交付夕受けた人

僅｀︑森浩︑浅岡繁次郎︑

山口勲︑小林義雄︑小川猛︑

堂貴代子︑高橋顎央︑近籐

西村忍︑岡本周作︑大東一

は︑次の皆さんです︒︵順

弘︑坂根由洋︑藤井政信︑

︵市民体育課︶

中村毅︑円実恵津子︒

圭子︑今西直子︑堀井洋子︑

大石賢一︑福山秋文︑今西

不同︑敬称略︶

行ｐれましべ

意のある人です︒

地域スポーツの振興へ

市教育委員会では︑この

ーツ初級指導目ご六十︿を

程︑市内初の﹁宇治市スポ
▽定員・・・60人︵先着順︶︒

認定はこの受講者の中から

戊講習合金犬施︒今回の

﹁体育・スポーツ指導者養

昨年十一月から五回に渡り︒

ツの普及振興を図るため︑

ーズにこたえ︑地域スポー

中で︑多様化する市民のニ

この様な活発化した状況の

な一部になって来ています︒

楽しみとして︒忠だの重要

べての人の健康︑生きがい︑

﹁牟居スポーツ﹂となり︑す

近年︑体育・スポーツが

認定しました︒
話で歴史資料館へ︒

▽申し込み・問い合わせ⁝電

養塔ほか︒

都国体のトップを切る夏季

︵せんちや︶は︑江戸時代の元

りの方法を編み出したと伝え

ご覧ください︒

▽集合場所・：中央公民館会議

時半〜５時︵小雨決行︶︒

▽とき・：５月29日閣︑午後１

新緑の白川を訪ねて

第3回 歴史散

展示し︑宇治製煎茶の歴史と

今︑宇治は新茶の季節︒こ

み出すことになりました︒

ます︒ご家族でぜひ︑ご来場ください︒

歴史資料館

文化会館で

４月23日

▲力強い演奏をする小学生の金管バンド

古文書など約40点を展示

☆入場無料
りの茶業奨励書。製茶の作業や
道具が詳しくm解されている。

国体市実行委・市民運動推進協が総
会
本番に向けてダッシュ

文年間︵一七三六〜四一︶︑宇

‑地域ではぐくむコミュニティー

られています︒
宇治には中世以来︑抹茶︵ま
っちや︶をつくる収れた伝統
がありました︒その抹茶づく
りの技術と中国から伝わった
釜炒茶︵かまいりちや︶の方法

さわやか宇治

室︵文化センター内︶︒

午前10時半から15分間

兌Ｂｔ︑新しい︿煎茶﹀が
作り出されました︒その製法
は宇治製法と呼ばれ︑全国に

西小倉コミュニティセンターがオープン

▽見学先⁝地蔵院︑白山神社︑

５月21日(土)

広まりました︒
更に宇治では︑茶師や茶農
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歴史資料館春の企画展

消費者コーナー

▼取り扱い絵表示の記号と意味

による︑いろいろな衣類が

取り扱い絵表示とは また最近は︑新しい素材︑

健康のつどい

せんか︒健康のっといで︑

健康についての話政習歪

一緒に楽しい時間か逼ごし

ましょう︒

とおり

▽日程・会場・：上表の

１時半Ｉ４時

▽時間・：いずれも午後

▽対象・：60歳以上の人

▽参加料・：無料

時は︑運動しやすい

▽準備品・・・健康体操の

服装で︑タオル持参

へ︑

︵保健予防課︶

防課︵酋⑩3141︶

▽問い合わせ・・・保健予

接会場へ

▽申し込み・・・当日︑直

い︒

︵商工観光課︶

意し康ｙ︒申し出てくださ

なお︑当日は保育室奎用

来庁で︒

︵容⑩3141︶へ電話か

▽申し込み・：商工観光課

▽受講料・・蕪料

取り上げ︑学習しましょう︒多

数ご参加ください︒

▽日程・内容・：左表

▽時間・：いずれも午前10時

〜正午

︵宇治琵琶45−13︶３階第

▽心一場・・・宇治市産業会館

１研修室

▽定員：白人︵先着順︶

852

新しい加工︑新しい縫製法

︵やっぱり石けんで乙
ない洗剤か選びましょう︒
い方べ分りやすい記号
でふしたものです︒衣料

あふれています︒

品か購入するときは︑素

に︑必ずそれらの入ってい
衣類には︑正しい取ぴ扱

材夕干分理解し︑取り扱

や淡色製品の衣類が多くな
ります︒これらは︑自然な
いが一目で理解できるぶり

い絵表示のあるものm

にＪＩＳで定められた︑取

生成りや淡色の製品を蛍
り扱い絵表示がつけられて

楽しぐ体公到かして︑気

バル

持ちの良い汗登記したり︑

5/19《木3吉川

淡い色合いが身上です︒

光増白剤や漂白剤入りの洗
び︑活用できるぶ？心掛

︵商工観光課︶

けましょう︒

います︒
取り扱い絵表示とは︑洗

剤で洗うと︑白っぽぐなっ

濯機やアイロンの絵なμを
用いて︑繊維製品の取り扱

mm体操
5/17(‑W 今西 圭子さん

で求めていることを︑いろいろ

消費者が︑日々の暮らしの中

西小倉コミュニ
ティセンター

たり︑風合いが損なわれる

こラしたことを防ぐため

ことがあります︒

時開場︑午後２時半開演

会室

▼ところ・・・中央公民館展示集

箱︵腹話術︶○宇治市レク

▼出演団体人革治おもちや

リエーションサークル﹁じ
ゃんけんぽん﹂︵ブラ″ク紙
芝居︶○たんぽぽ村音楽隊
︵ラだとパネルシアター︶○
人形劇サークル﹁とらごろ
う﹂︵人形劇︶○人形劇サ

︵中央公民館︶

ークル﹁ラディッシュ﹂︵人
形劇︶

未了︒保健医療センターに

五月土︿日側から営け付け

申に込み︵予約制︶は︑

行い未了︒

障害児歯科診療のお知らせ
市内に居住する十八歳未
満の障七尾か対象とした歯

来所のうえ手続きしてくだ

︵豊⑩3141︶か保健医

問い合わせは保健予防課

さい︒

行い未了︒診療内容は︑心

そのほか必要な処置・歯科

診療は︑保健医療センタ

治療と歯科相談です︒

・︵保健予防課︶

療センター︵豊⑩4630︶
へ︒

ー︵宇治下居13︲２︶で︑
原則として水曜日の午後に

青少年センター︵平盛ふれあ

３時〜ｔ時▼ところ・・大久保

▼とき⁝５月11日困︑午後
りにこい﹄と題して︑楽しい

少年センター︵大久保町平盛

場へ▼問ｋＢｔ・：大久保青

料▼申し込み・・当日︑直接会

しと読み聞かせ▼参加費・：無

いセンター︶︒▼内容⁝おはな

鳥の本をいっぱい集めました︒

りの本︑みんなでなかよくか

スティ
▼とき・・・５月21日出︑午後２

て︑気軽にお越しぐださい︒

場は無料︒家族・友達みろっ

が︑一生懸命発表Ｌぶチ︒入

市内のアマチュアグループ

劇フェ

４障害児の口腔衛生指導と︒

科診療を︑六月一日團から

S*ftつ以ﾀ吻

︵大久保青少年センター︶

健康のつどいの日程

生成り製品を
洗うとき

日困までに︑はがきに住所・

﹁鳳凰学級受講希罠と書い

氏名・年齢・性別・電話番号

て宇治公民館︵宇治里尻71川
９・ａ⑩2804︶へ︵鳳凰
会に入会している人は︑申し
込み不要︶︒ ︵宇治公民館︶
十十十十十十十十十十

春の人形

30−４・豊㈲7447︶へ︒

M康体操
今西 圭子さん

5/2倒

これからの季節︑生成り

現代襲茫︑健康で生きがい
のある老後生活を送りましょ
う︒多数ご参加ください︒
▼日程と内容⁝左表のとお
り時間はいずれも午前10時〜
正午▼ところ・：宇治公民館▼
対象：鳳凰大学卒業生または
65歳以上の人▼定員・：120人︵
先着順︶▼申し込み・：５月16

ブックトーク講習会
▼とき・・・５月18日出︑午後
１時〜午後３時▼ところ・・・中
央図書館集会室▼講師⁝草津
市民図書館・村瀬進さん▼申

(一部抜粋)

︵中央図書館︶
おはなし会を
始めます
大久保青少年センターでは
おはな見写︑今月から毎月
第２水曜日に行います︒

賢徳さん

村上

これからの暮らしと
6／7
(ｊ幻
生活設計

一吉証券㈱証券貯蓄課艮

５

し込み⁝当日︑直接会場へ▼
問い合わせ⁝宇治児童文庫連
絡会・徳永泰さん︵萱⑩19
89︶へ︒ ︵中央図書館︶
児童書コーナー
五月十日からの愛烏週間に
ちなんで﹁とり﹂の本の展示
と貸し出しをします︒期間は
五月十一日出か息八月二十九
日出まで︒﹃ホンホンホンと

松阪屋ドレスメーカー
女学院院長
高田 正子さん

一失敗しないフアッシヨンー

6／3
吻

洋服のルールは大切に

４

宇治黄聚病院副院長
聡さん

緑ヶ原集会所

師

講

日

月

必六さん

英彰さん

5/31
(火)

小川

３

(注)高温は18O'C‑,21O C,
低温は80゛C ‑120°C で掛け
るのがよい。

松野

5 /26困

盛明さん

京都料理専修学校校長

生きることは食べること
−バランスのとれた食生活一

5/i3吻 健康体操
今西 圭子さん

消費生活講座を開講

(注)絞り方の記号は手校りの
ようにみえるか、遠心脱水の
恵味も含んでいる。

ト

京都府立医科大学助教授

開公民分館

京都府立大学教授

現代の住まいのすみ方
一住まいを見直す− 廣原

5/24
(火

￨
アイロン掛けはでき
ない。

日陰の平干しかよい。

Ｌ
￨

絞ってiま.Mすません。

l≒

ト

アイロンは中程度の
温a(i4o°c ‑160
･cまで) で、掛ける
のかよい。

つり干しかよい。

￨ぬ
アイロンの下に当て
布を便用する。

lぶ

場

会

今、消費生活に求められているもの

手絞りの場合は弱く、
遠心脱水の場合は短
時間■a段るのかよい。
(注)液温か95'cとなつてい
る場合は、煮洗いのことで洗
濯機を便うことを意味しこい
ません。
￨
｜ン
ド

5 /24両 崇仁珍療所所長
大森 芳明さん

２

ね
て

塩素系漂白剤による
漂白かできる。
及温は40 cを限度
こし,X濯機による洗
濯かできる。

ドライクリーニング
はできない。
ねの
てイ
群
伎

よく確かめて
鳳凰学級受講生募集

月
日

取り扱い絵表示を
頭と体に新しい息吹きを

‰

￨]と
つ
ら
た
ず

二十世紀の厳しい世相の中

‰ 64
≒9 >≒ 1‰ 1‰ ≒. ≒1 ‰
(勿 閑 團 (水) (徊 (≪ 川 團

中性洗剤を便用する
場合の表示。この表
示はほかの洗い万記
号にも便われる。
づ
く
り
たい
すま

る
生
活
体
操

けて︑目まぐるしぐ変化する

回

￨図
容
ば
な
し

ゆ
み
の

と
上
万
歌

で豊かな知識や教養を身につ

鳳凰学級の日程

卜
の
財
産
物
史
がし
でく
き
物
史

省エネルギーの知恵 近畿大学講師
一倹約の科学−
橋本 尚さん

ドライクリーニング
かできる; 溶剤は石
油系のものを使用す
る。
ロ
】
ド
あ
れ
−
−
れ
の
人

｜し
佛の
教イ
遺ン
跡ド
をと

の
古
跡
を
歌
舞
伎

の式
人
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都
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友t
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日講
本

１

水洗いはできない。
茶
の
あ

内
時
代
京

ル
ク

低
金
和」
ｙ

治
十
帖

日
本
宇

む
か

師

ドライクリーニング
かできる。溶剤はパ
ークロルエチレンま
たは石油系のものを
便用する。
阿
岡

講

⑤
み
ん
だな
れで
も楽

容

￨士

涯Sは30‑Cを限度
とし弱い手洗いかよ
い(洗濯機は使用で
きない)。

１
３
４
５
６
７
８
10 ９

内

塩素系漂白剤による
漂白はできない。

閉

消費生活講座の日程

一元
２

仏
間

回 月日

液温は3O°Cを限度
とし洗M機の弱水流
または3Sい手洗いか
よい。

宇
治

￨固
(+0

記号の意味

Ｌ
記号の意味

『

▲体を動かし、頭もリフレッシュ
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市政だより
第809号

障害者スポーツ大会

ら︑木幡中学校︵雨天時は同

会が六月十二日面午前九時か

第十二回障害者スポーツ大

指し毒了ので︑障害か痔った

めにも︑ます季ゐ充実を目

スポーツ大会か成功させるた

極で開かれる全国身体障害者

今年度は京都国体後に西京

(木幡中学校で)

︵期間中は継続して勤務出来
ること︶ｙ甲し込み・問い合
わせ・：５月31日までに黄緊公
園管理事務所︵五ケ庄三番割
・豊⑩1905︶へ︒
市民潮干狩り

体育館シューズ︑運動着︒
市民歩こう会
▼とき・・・５月22日側︑午前
８時20分太陽が丘体育館前に
集合︵雨天時も実施︶▼コー
ス・・・体育館前←野烏の森←紅

決行︶▼ところ・・・三重県津市

水筒など▼問い合わせ⁝木村

Ｊ︶▼準回Ｔ昼食︑雨具︑

大吉山←塔の島で解散︵約９

葉谷←興聖寺←朝日山観音←

御殿場浜ｙ参加資格・・・市民及

▼とき・・・５月29日面︵雨天

び市内在勁者とその家族▼参
長塔

へ︒

加費；大人四千円︑子供示

市営プール
アルバイト募集
フォークダンス

学生以下︶三千五百円▼定員

漬酌競技︵各競技共個人戦︶︑
８射︵４矢２立︶立射に夏呪
技▼クラス⁝女子の部︑男子

らせ
お知
の部︵４段以占▼対象・・・宇

日︵ただし︑五月は第二木曜

行政相談は︑毎月第三木曜

初心者講習会
▼とき・・・ち月15日面︑午前

在住・在勤・在学者▼参加費

日︶︑午前十時から四時まで︑

行政相談

10時〜正午▼ところ・・・宇治公
民館▼参加費・：七百円▼持参

二百円︵申し込み時に納入︶

・：社会人四百円︑学生・生徒

初級の部︵３段以下︶・上級

品・・・体育館シューズかゴム底

ない場合は中止︶▼申し込み

ソフトボール審判講習会

のシューズ▼申し込み⁝直接

・：５月11日から市民体育課へ︒

日本ソフトボール登司第

31日團まで︑黄緊または西宇
治公園プール▼賃金⁝１時間

三種公認審判員講習認定会を

人員・：高校生男女各15人︑大

９時〜午後４時▼ところ・逼

女別︑電話番号︑職業︵学生

がきに住所︑氏名︑年齢︒男

▼申し込み・問い合わせ・：は

嘱か受けた行政相談員が︑相

ていまず︒当日は︑国から委

市役所市民相談室で受け付け

宇治市弓道受軍務局・徳村

の仕事に対する︑苦情やご意

ＪＲやＮＴＴなどの特殊法人

弓道大会

芳さん︵容⑩4343︶へ︒

治市弓道笥握録者と︑市内

学生男女・一般は若干名▼資

会場へ▼問い合わす：岡村光

生と一般五百五十円▼対象・

格⁝高校生は２年生以上で学
開催します︒

は水泳指導の出来る人を望む

▼とき⁝５月29日面︑午前

寅治郎さん︵Ｓ⑩2463︶

談をお受けト荼す︒

９時〜午後４時▼ところ・：陸

は学校名・学年︶︑段位を記

⁝千五百円▼甲し込み⁝６月

上自衛隊関西地区補給処弓道

陽市立寺田南小学校▼検定料

８日までに︑橋本勉さん︵南

へ︵５月15臼必哲︒

ます︒

相談は無料︒秘密は厳守し

さい︒

見など︑お気軽にご相談くだ

国や府︑市の仕事をはにめ︑

陵町一丁目１の180︑豊⑩26

場︵黄柴︶▼競技⁝近的競技・

入し︑〒611菟獄死槙31の９・

83︶へ▼準面品・：筆記用具︑

から選んで工事してぐださ
い︒また︑工事費用の一時

Ｏくみ取的便所は︑告m
3年以内に水洗便所に改

見附︑ふみ場︑洗濯など

設備の設置夕地域ぐるみで

の生活排水は︑速やかに

なお︑次の行政委員の皆さ
的な負担か軽くするため︑

んの自宅でも︑相談に応じて

造してぐださい︒

金融機関に資金融資のあっ

います︒

ください︒

協力をお願いします︒下水

つくるために︑皆さんのご

−23︵豊⑩0124︶

○増井繁一︱伊勢田町北山５

○松本登＝五ケ庄三番割10

このよ之浹洗化や排水

道についての相談︑お問い

︵下水道管理課︶

︵市民相談室︶

︵豊⑩4793︶

︵豊⑨只３８５︶

設備の工事は︑市の指定の

ｏ瀬田佐江子ａ宇治東内23

﹁排水設備工事公認業者﹂

っています︒必ず公認業者

でないと出来ないことにな

宇治川魚つり大会
▼とき・・・５月22日面︑雨天
決行▼ところ・・・宇治川一帯▼

月土八日振替分︶から屈史

和六十三年度第一期分︵五

行通帳への記帳方法が︑昭

振替している皆さんの︑銀

の検針時にお届けずる︑﹁使

内訳は︑口座振替月の翌月

が記帳さ墾チ︒合計額の

用料と王水道料金の合計額

ィドゥ﹂として︑下水道使

芦れていましたが︑︿礒﹁ス

種⁝ハエ︑フナ︑マジカなど▼

ト内︵午後１時〜１時︶▼魚

み・・・中の島朝霧橋畔特設テン

▼参加費・：無料▼魚の持ち込

駅前︵共に午前５時〜８時︶

橋畔特設テント内と京密画

後５時︶︑当日︱中の島朝霧

ンター︵毎日︑午前９時〜午

参加受け付け・・・事前＝観光セ

になりまず︒

用水量のお知らせ﹂に記載

公共下水道使用料を口座

口座振替の記載を変更

公共下水道使用料

⑩8476︶へ︒

合わせは下水道管理課︵容

皇尼槽式便所は︑浄化槽

健康で快適な生活環境を

せんをずる制度もあります︒

︵敬称略︶

を廃止して︑速やかに公

公共下水道につな″岳え

該当する地域では︑排水

▼とき・・・６月19日旧︑午前

校の許可が必要︑大学生男子

につき︑高校生五百円︑大学

・・・45人︵先着順︑定員に満た

▼勤務⁝７月９日出〜８月

◇

月二十日吻までに市民体育課

参加者を募集

障害者にスポーツか藁しん

校体育館︶で開催されます︒

なお︑車いすのスラローム

皆さん︑ぜひご参加ください︒

始められたこの大会は︑多数
や円周走など︑障害の程度に

▲昨年の障害者スポーツ大会

でもら邨ヌ岫和五十二年に

のボランティアの協力もあり︑
応じた種目があります︒
申し込み・問い合わせは五

例年︑約四百人が参加する盛

昭和六十三年五月六日か

とき5月15日（日）午前9時半〜正午（雨天中止）

共下水道につなが替えて

進めていただ康示了ぷフ︑

木幡畑山田､御蔵山､金草原､平尾､陣ノ内､御園と河原の一部

てぐださい︒

六地蔵町並、札ノ辻町の一部

ら︑左図の区域で新たに公

市民
体育課
電話2
231
41
お願いし示ｆ︒

［ＴＴＴＴ］これまでの公共下水道供用開始の区域

共下水道が使用出来るぶコ
になりました︒

市民茶摘みの集い

します︒ ︵水道部営業課︶

これまでは︑﹁スイドウ︑
ゲスイドウ﹂と別々に記帳

納付は5月末日までに

鴛また︑全期分を一括し

固定資産税・軽自動車税

固定資産税の納期は︑昭

る前納報奨金は︑計算方法

て納付した場合に適用され

が寂幻りました︒詳しぐは︑

和六十三年度に限り五月末

納税通知書に同封のお知ら

日です︵例年は四月末日︶︒

送付しましたので︑期限内

五月の初旬に納税通知書を

せをご覧ください︒

でに納税通知書が届かない

末日までにお納めぐださ吋

していホチ︒納期限の五月

通知書も︑五月初旬に送付

一方︑軽自動車税の納税

にお納めぐださい︒

場合は︑資産税課︵ａ⑩3

なお︑五月二十日ごろま

141︶までお問い合わせ

市・府民税は

６月30日までに

は六月に送付にます︒納期 で納めていただぐことにな

市・府民税の納税通知書 の場合は︑第一期分の納期

まで︵ただし既に京都府の他

限の六月三十日までにお納 りました︒

昭和六十三年度分から︑固 いては︑五月末日までに必

また︑法律の改正により で納め忘れのあるものにつ

なお︑六十二年度の市税

の奨学金か受けている人は除

めぐださい︒

五千円︑中学生上一万円︑高

︵納税課︶

定資産税と市府民税︵普通ずお納めぐださい︒

徴収分︶の税額四千円未満

す︒昨年度営ぼていた人も新

なお︑申請は毎年度必要で

ずれかに該当する場合は︑

の制度があり未丁︒次のい

害者等欠対象とした︑減免

軽自動車税には︑身体障

減免申請の手続きには︑

のために運転するもの︒

者等の通学・通院・生業

動車等で︑専ら身体障害

にする人が所有する軽自

を減免
身体障害者は軽自動車税

たに申請してぐださい︒詳し

一台に限り減免されまゐ

の減免を営げる握には除く︶︒

帳・療育手帳︶▼運転免許

身体障害者手帳︵戦傷者手

▼減免申請書︵所定︶▼

次の書類が必要です︒

ぐは︑福祉課︵き⑩3141︶

で︑申請してぐださい︵た

①その構造が︑専ら身体障

だし普通自動車について税

﹁市政だより﹂五月一日

害者等の利用に供するた

の所有するもの︵18歳未

あり車ｙ︒詳Ｌては︑市民

は︑対象とならない場合が

また︑障害の程度にょって

︵五月＝千一日︶までで７．

なお︑申請期限は納期限

証▼印鑑▼納付書︒

号四面の︑京都府交通事故

めのもの︒

削と二十五日伽︑午前九時

満の身体障害者または精

②身体障害者︑精神簿弱者

〜午後四時︑宇治地方振興

税課︵豊⑩1141︶までお

問い＜ａｃ＾＊)°︵市民税課︶

神薄弱者と生計をＩにす

③身体障害者等と仇訂をＩ

局︵酋⑩2049︶です︒訂

︵交通労政課・広報課︶

今人が所有の場合も含む︶︒

した︒正にては︑五月十一日

相談の日程に誤ぴがありま

訂正とおわび

へ問い合わせを︒ ︵福祉課︶

され享子︒

人は︑申請月の翌月から支給

いは６月１日以降に申請した

降ほ子家庭になった人︑ある

てぐださい︒また４月２日以

の人は︑５月末までに申請し

へ︒４月１日現在でほ子家庭

祉課所定の申請用紙で福祉課

校生＝四万五千円▼申請⁝福

幼児＝八千円︑小学生＝一万

或羊チ︶▼支給額︵年額︶・・・乳

▼対象・：乳幼児か亘局校生

け付けてい未了︒

﹁母子家庭奨学金﹂の申請か受

府では︑昭和六十三年度の

毎年度申請を

母子家庭に奨学金

︵商工観光課︶

光協会︵豊⑩3334︶へ︒

魚に限る︶▼問い合わせ・：観

審査基準・：Ｌ尾の長寸順︵活

41）

正しおわびに￥ヂ︒

853

５月６日から公共下水道供用開始の区域
1四厖勿

大なものとなってい毒丁︒

公共下水道供用開始区域広がる
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大会旗・炬火リレー
小学生ランナー力走

5月15日(日)
市火リハーサルを実施
西宇治コース「巨椋の火」
出発
起点・中継地・終点
時刻

担当学校名

9:51 御蔵山小学校

西

採火地コース
(S取の火)

詰10:18 北橘島小学校

洛南土地改良事務所10:28 北小倉小学校
西

宇

治

公

園10:37 西小倉小学校

西小倉中学校
宇

治

税

務

10:48 伊勢田小学校
署11 ‑.00西大久保小学校

旦

椋

神

社

11:11 大久保小学校

城

南

高

校

11:20 大開小学校

城南荘集会所

採火地コース「笠取の火」
出発
起点・中継地・終点
時刻

11.
5kni

担当学校名

笠取小学校(採火地)8:45 笠取小学校
西笠取下荘川西
8:57 (車両リレー)

11:29 神明小学校

リレー隊にご協力

炭山キャンプセンター

9:12 笠取第二小学校

炭山
木幡平尾団地

9:19

御蔵山小学校
を

(車両リレー)

9:30 御蔵山小学校
分

火

東宇治コース「黄業の火」
出発
起点・中継地・終点
時刻

御蔵山小学校

14.
Ikm

担当学校名

9:51 木幡小学校

御蔵山参道バス停 9:59 木幡小学校
10 :08 宇治小学校
東宇治消防分署
黄

槃

公

園

10:15 宇治小学校

菟道隼上り窯跡

10: 22 三室戸小学校
緑地 10: 29 三室戸小学校

志津川喜撰会館前 10:37 三室戸小学校
天ヶ瀬吊橋右岸

―‑J

集火地コース「鳳凰の火」

0.4km

出発
起点・終点
担当学校名
時刻
菟s.第二小学校
京都府宇治地方振興局 11:43 神明小学校

宇

治

市

役

所

集

10:46 菟道小学校

興

聖

寺

山

門10:53 菟道小学校

市

民

仝

館

11:01 棋島小学校

宇治市幡貫墓地

11: 12 棋島小学校
11:22 菟道第二小学校

ユニチカバス停

火

︵市火︶のリハーサルが︑

明星町第1

五月十五日︵日︶に三百三十九人の小学生によって行なわれます︒これは︑八月七日︵日︶の本

橋

番と同様に実施するものです︒当日︑元気いっぱいに走る小学生ランナーに︑市民の皆さんの温

元

隊︑中学生による和太鼓の集団演技も行われます︒ぜひご来場ください︒

隠

かいご声援を︒また︑採火・出発式︑分火式︑集火式の各式典には︑小学生による金管バンド︑鼓

六地蔵町並交差点 10: 00 木幡小学校
10:09 岡屋小学校
木 幡 池 畔

京都国体秋季大会百五十日前の記念事業として︒大会旗・煩火リレー

御蔵山小学校

第43回国民体育大会
大会旗・廸火こリレー（市火）ユコース図

15.8kni

大会旗・俎火リレー（市火）式典の日程表
式

の

名

会
式

技
金管バンド
鼓
隊

採 火・出発式
分 火 式
笠取小 学校
御蔵山小学校
8:27〜8:46
9:38〜9:52
東宇治・横島中学校
木幡・西宇治中学校
宇治市民混声合唱団、宇治幼稚園コー
宇治朝霧コーラス、紫陽花コーラス
ラス｢愛j,コーラスサークル赤とんぼ
7:50〜8:15
8:59〜9:19
伊勢田小学校
宇 治 小 学校
菟道
小 学校
菟道第二小学校

和太

横島・北宇治・西宇治・西小倉中学校

称
場
典
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集
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演

集

団

演

技

出
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団

体

隊

鼓

集 火
式
宇治市役所
11:48〜12:05
北宇治・西小倉中学校
宇治市少年少女合唱団･
u:09〜11:34
棋 島 小 学校
菟道第二小学校
木幡・東宇治・宇治・広野・南宇治中
学校

や︑清潔な環境の維持など︑

美しい環境︒つくりに努めよ

＝運動項目その①＝

うと設定しました︒

︿まちを美しくしよう﹀

やめぶ只屑

この運動の主な内容は︑

い皿七万

Ｏ清掃活動に積極的に参加

缶︑ゴミなど

一斉清掃をしよう○道路や

− しぷ

河川含尻いに１ エシなど

今回から︑基本目標﹁明の投

をつぐるり﹂と︑三つの運

まちを美しぐすることの

があります︒

って﹁ゴミを

第一は︑みんなが協力し合

出さない︒捨

着実に実践す

地域では︑

ることです︒

道路や広場︑

河川などの清

掃活動を計画

的に実践し︑

或瓦いな環境

づくりに努め

家庭︑学校

ましょう︒

・園︑職場で

を立てて︑常

も︑実践計画

に門口・玄関

や建物周辺の

美化を図りましょう︒

明るく住みよい町づくり

るく住みよい明日の宇治市 掃日か長め地域ぐるみで

動項目について説明しまず︒

＝基本目標その③︱

︿明るく住みよい明日の宇

治市をつくろう﹀

ないＪことを

てない︒汚さ

この目標は︑

勝︑祭り︑伝

ふるさとの名

承芸能などを

正しぐ理解し︑

豊かな自然と

文化財に満ち

た宇治を守り

育てるため︑

市民一人ひと

あ錨域形成

者の一員であ

るという自覚

を持って︑地

域連帯意識や

郷土愛か身に

つけぷ７とい

うものです︒

また明るく

住みよいまち

づくりを進ｙるため︑自ら

の手で花と緑聚増やすこと

ド青少年クリーン宇治運動(62年１１月１５日︶

みんなで進めよう

みんなの市民運動
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