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暮らしの中に豊かな水を

伊勢田町中遊田に建設中の西小倉浄水場が︑この程完
成︒六月二十二日に竣工式を行いました︒市では︑将来
の水需要に対応し︑安定した供給を図るため︑平成七年
を目標年次とした上水道施設第五次拡張事業に取り組ん
でおり︑西小倉浄水場は︑この事業の中心的な施設︒今

約十七億円︑地下水が水源の

十平方メートル︑総事業費は

れも最新の設備を導入︒五ヶ

設備などを備えており︑いず

の配水池・ポンプ設備・電気

水施設として︑二千八百トン

メートル︑建設面積千五百六

西小倉地域の約二万人に給水

取水設備として︑深さ二百

︵水道部︶

きるぷつになっています︒

庄の宇治浄水場で集中管理で

設備・魯便逼機・ポンプな

プを︑浄水施設では曹窪入

メ１︲トルの深井戸・取水ポン

且畳千トンの供給施設です︒

一体で

課
報
広
編集

京都府宇;a市
発行

非行から歩叉蚕国強調月

指導にまかすため︑青少年

少年の心理か的確にとらえ

力奮藷します︒また︑青

を実施︑特に関係業者の協

杉本一義さん︵元龍谷大学

▼講師・・・宇治福祉園園長・

間学１こんな時芦咎ずるか

民館▼テーマ⁝親と子の人

後１時半▼ところ⁝中央公

◆とき・：９月15日脚︑午前

さい︒

付けまず︒多数ご参加くだ

Ｏ７月９日面︑午後９蒔か

◆ところ⁝文化センター大

ホール︵折居台１丁自︶︒

出演予定者太漫才︶チャ

◆内容・・・式典と催し︿演芸

ッキリ娘︑小川あたる・

午前・午後とも同じ﹀︒

たまる︑︵浪曲︶真山一郎︒

域
の支給各地
敬老祝い金

敬老祝金は︑地域ごとに

Ｈ日号でお知らせに￥チ︒

蔵山←西住宅←幼稚園前←

一東宇治方面・：中住宅←御

御園←町並←御蔵山参道←

木幡←木幡山手町←南木幡

←病院前←黄槃←平野町

隼上り・新田←森本←三室

︵重永医院前︶←菟道高校←

戸一大久保方面：白産車体

大正８年１月16日以前に

在満70歳以上︶︒定員は約

明←城南荘←西町一宇治方

西石油前︶←城南高校←神

国道大久保←ＪＲ新田︵中

←緑ヶ原ロ←近鉄大久保←

い︑はがきで市役所福祉

申し込みが多数の場合

大河原︵京阪宇治交通︶←横

市役所一目川方面：白川←

Ｒ宇治駅←総合庁舎←宇治

面ふ落車庫←京阪宇治←

は抽選し︑その結果を通

島小学校←横島←中研前←

宇治橋西詰︵都計道路︶←Ｊ

知し柔７．また︑希望時

が不十分な場合や電話で

間︵午前・午後︶も︑希望

社一＝一軒家方面⁝三軒家

宇治橋西詰︵県通り︶←県神

浮面←名木北口←伊勢田←

︵京阪バス停︶・浮面方面⁝

どおりにならないことが

◆応募期間・：７月１日出〜

で記念品をお渡しします︒

◆記念品・：参加者には会場

＝・名木←緑ヶ原←国道伊勢

便局←ユニチカ一名木方面

小倉←小倉←蔭山←宇治郵

北山住宅←小倉住宅←近鉄

◆送迎・：昨年と同じぐ︑専

面←唐川︵竹久酒店前︶←

田︵京阪バス停︶一志津川方

白川︵茶研前︶一笠取方面⁝

用バスを運行１ ます︒停

部鳶瞥景阪宇治交通の

︵高齢者福祉課︶

称名寺下←笠取小前︒

Ｉ市
１福
Ｉ１祉
Ｌ７部
ｊ
１一 １宇４治
ｍ高齢者福祉課゛

ｍ宇治市宇治琵琶33

時間は︑市政だより９月

バス停と同じです︒発車

留所は次のとおりで︑一

で有効︶︒

７月31日囲︵当日消印ま

あります︒

は受け付けしません︒

部高齢者福祉課へ︒記入

◆応募方法・：左の書式に従

２千５百人︒

生まれた人︵９月15日現

◆応募資格・：市内在住で︑

ばがきで申し込みを

市では︑長年社会の発展

に貢献された高齢者の皆さ

んに︑敬老の日を楽しぐ過

ごしていただけるぶつ︑九

月十五日に文化センタｋで

敬老会を開催し未了︒

参加申し込みは︑はがき

凹が始まり未了︒

の育成に楼石る人を対象に

により︑７月１日から営け

二十一世紀を畑つ青少年

教授︶▼上映⁝シンナー吸

青少年問題講演会も開催

の健やかな成長は︑全市民

講演心一を開章手﹈︒ぜひご

同じく七月一日からは︑

の部と午後の部︑各１回︒

の願いです︒１ 石一し︑本市

︵青少年指導センター︶

引防止啓発映画︒
︿青少年問題講演会﹀

参加ください︒

▼とき・・・７月16日面︑午

社会を明るくする運動も

犯罪や非行のない明るい社

とご協力をお願いします︒
善が進んでいるとは言えま

ら︑宇治橋通り街頭啓発

同時に展開
せん︒青少年の非行防止の

パレードとターミナルな

とって好ましいものへと改

環境も︑健全な人格形成に

す︒また︑青少年を取り脊ぐ

然高い割合で発生していま

嫌がらせな芦をはじの︑依

力︑万引き︑喫煙︑いにゐ・

小中学生の問題行動は︑暴

七月一日から﹁青少年を

非行防止は家庭・学校・地域

７月は青少年を非行からまもる全国強調月間

敷地面積五千九百七十一平方

今回完成した施設の概要は︑

最新設備を導入

できるぷつになります︒

回は︑その第一期工事が完成したもので︑日量五千トン︑

場の供給能力は且里一万トン．

れが完成した後の西小倉浄水

して︑配水池の建設を予定︒こ

能となるため︑第二期工事と

場に日量五千トンの受水が可

り︑平成四年には︑西小倉浄水

ご

が府南部で進めている府営水

になりました︒さらに︑京都府

の約一万人に給水できるよｙコ

域︵小倉町と伊勢田町の一部︶

工事の完成により︑西小倉地

今回の酉小倉浄水場第一期

え舎ｙしました︒

増加する水需要に取り組む考

力していきたい﹂とあいさつ︒

豊富で安定した水の供給に努

活聚守るため︑今後も清浄︑

民の皆さんの健康で快適な生

池本市長は︑竣工式で﹁市

約一万人に給水できることになりました︒

中野助役を三たび選任

▲二斉に通水ボタンを押す池本市長〈中央〉ら(6月225)

教育委員に大谷さんも

三十一年三月立命館大学卒業︑

必夢桑くための﹁襲翠明

□
41 ″

の人だけ記入してください。

二十五年七月京都府宮津保健

るぐする運動︵社明運動︶﹂

その他￨のい:ずれかを記入してく

議決後︑中野助役は議場で

ためには︑家庭・学校・地

取りに来ていただμます︒

日時と場所夕畏めて︑受け

住氏

を記入してください。

は三期目︑任期は四年間です︒

域社<ｆｆｉが一体となって取り

どでのビラ配布︒

敬老会の会場ではお渡しし

ません︒地域ごとの日程は

後日︑市政だよりなどでお

※万専用バス｛市が運行｝､I且座里恵 、

所に勤務︑四土ハ里八月京都

月間も始まりまず︒

委員会では︑地域活動の一

︵﹁社明﹂運動宇治地

※午前の部￨か午後のSliかどち￨らか

９月15日(祝)、文化ｾﾝﾀｰで

︵高齢者福祉課︶

名<ふりがな）

６月議会

敬老会を開催

知らせし未了︒

ださい。

府から宇治市へ派遣︑市教育

組み︑全市的な運動として

○小中学生からの運動標語

層の推進による少年非行防

区実施委員会・青少

﹁社明﹂運動宇治地区実施
市では︑月間中︑少年補

止と更生への援助を重点目

年指導センター︶

展開する必要があります︒

導委員などによる街頭補導

標に︑次の運動奎展開しま

募集と入選発表︒

活動をはじの︑社会環境浄

す︒市民の皆さんのご理解

○ポスター掲示による啓角

化活動として︑謄店やゲー

電話番号

﹁池本市長の補佐役として︑一

委員会霧課長︑四土八年十
月市教育委員会教育次長︑五
十五年十二月企画管理部長を
歴任︒五土八年七月から宇治

ム場などへの立ち入り調査

※市か連行する専用バスをご利用

層男力していきたい﹂とあい
さつしました︒
また︑同議会では︑任期満

大谷支さん︵五四て宇治市塔ノ

了の宇治市教育委員会委員に

市助役︒城陽市久世下大谷一
八番地の主ハに在住︒

）

希望時間（

）

利用する交通機関（

年齢

生年月日

）

バ又停留所名(

六月二土︿日に開かれた宇
治市議会六月定例心一で︑中野

川一三番地のこＴ奮荏

中野助役の主な経歴昭和

する議案も同意されました︒

所

fレ

兵爾助役︵五九︶を︑三たび宇治

中野助役

郵便 はがき

敬老会参加申込書

':.'゛:'I･:………:"･5.11'I:I:i:.

市助役に選任する議案が同意

表（あて先）

裏
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犬
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完成
西小倉浄水場
されました︒中野助役の就任
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宇治市政ダイヤル
慢気
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、20−0100

七￡（0774)22−3141

平成元年
(1989年)

〒611京都府宇治市
傘

宇治琵琶33番地

市政情報いつでも24時間
テレホンサービス

会世話役・若井健治さん▼材

人︵先着順︶▼指導：山山子供

公民館の所在地

着順︶▼持ち物・：筆記具︑懐
中電灯︵キャンプについては︑
別途説明︶▼食費⁝人七百

ゆうあい劇場
動物がいっぱい出てくる人
形劇です︒入場は無料︒友だ

▼とき⁝７月25日㈹︑午前

ちやおほさんと一緒に来てね︒

10時半〜Ｈ時半▼ところ・：中
央公民館▼出演団体⁝宇治共

夏の思い出をつ

材木の話と工作①

﹁わたしの夢はこんなぎな

7 /25(幻

ど︑住んでみたい︒芦の模型
を作り乖ｙ︒親子ぷ筰りの
楽しさと苦労を味わってみま
せんか︒
▼日程・内容・：下表のとお
り︑時間はいずれも午前10時

〜正午▼ところ・：宇治公民館

▼作品・：住まいの模型▼対象

・：市内在住の小学校５年生〜

中学生とその親▼定員・：20組

オリエンテーション
住まいの話と図面作り

体力の落ちる夏こそ︑ご飯

︵自治振興課

の小学校４年生〜中学生▼定

木幡公民館▼対象・：市内在住

９時半〜午後１時▼ところ⁝

▼とき・：７月26日困︑午前

でも作ってみよう︒

料理やデザート︒覚えて︑家

・保健予防課・農林茶業課︶

話で︒

自治振興課︵内線３８５︶へ電

料▼申し込み・問公Ｂサ：

⁝20人︵先着順︶▼参加費⁝無

小学校４年生〜中学生▼定員

った料理▼対象・：市内在住の

宇治公民館▼内容⁝お米を使

９時半〜午後１時▼ところ⁝

▼とき⁝８月４日幽︑午前

てみないかい︒

くって︑みんなで楽しぐ食べ

たっぷりのおいしい料理をつ

衆良べて元気を田そう︒栄養

子ども料理教室

夏休み

か直接来館で︒

３日囲から木幡公民館へ電話

申し込みは︑いずれも７月

木幡公民館

館へ電話か直接来館で︒

合︶▼材料費・：千円▼申し込

子ども料理教室

7 /24(H)

み・・・７月３日囲か宮溺公民

ん︵京都北山クラフト共同組

︵先着順︶▼指導⁝野田真三さ

親子工作教室の日程表

員⁝24人︵先着順︶▼調理指導

まとめ
模型の完成
7 /3i(月

料理はまた格別（昨年の教室で）

容
内
n a

小倉公民館

人形劇夏まつり

象・・ｆ市内在住の幼児・児裏

切手の楽しい集め方や整理

子ども切手教室

団べ楽しい人形劇を綴り広

の方法︑郵便の歴史や仕組み

小倉公民館の三つの人形劇

げ未了︒参加は自由︒ぜひ見

について︑宇治郵便局と共催

で行います︒

に来てね︒

▼とき・：７月20日閑︑午後

形劇サークルーラディ″シュ

形劇団＝﹁小倉のカエル﹂︑人

民館▼出し物・・・小倉予ぐひ人

導・：日本郵趣協会員と郵便局

小・中学生▼定員・：20人▼指

倉公民館▼対象・・・市内在住の

午前10時〜正午▼ところ・：小

陶の２日間︑時間はいずれも

▼とき⁝７月24日㈲︑25日

＝﹁フロックとスネーク﹂︑同・

職員▼材料費・：百円▼申し込

２時〜４時▼ところ・・・小倉公

結︵ゆい︶＝﹁つるの恩がえし﹂

あります︒

レゼントが

念カバープ

みの日の記

なお︑ふ

来館で︒

電話か直接

倉公民館へ

日囲から小

み・：７月３

ほかに﹁みんなでクイズ﹂▼対

会︵１班︶﹂▼材料費⁝無料▼

・：食生活改善推進員﹁若葉の

持参品・・・エプロン・三角きん

手ふきタオル︑ふ改元︑筆記

用具▼共催⁝農林茶業課︑保

ジュニア教室

健予防課︑若葉の会︒

ウオッチング〜

〜ふるさといろいろ

木幡公民館近ぐの文化財や

水鳥などを見て歩き︑また︑

夏休み工作教室

夏休みには︑日ごろできな

▼とき・・・７月27日閑︑午前

い工作をしてみよう︒

10時〜正午▼ところ・・・小倉公

民館▼内容⁝焼き板木工▼対

象・：市内在住の小学校４年生

〜中学生▼定員⁝30人︵先着

順︶▼指導・・・林正剛さん︵野外

活動協会︶▼材料費・：二百円

▼申し込み・：７月３日側から

小倉公民館へ電話か直接来館

子ども料理教室

で︒

お米を使った料理︒楽しぐ

作って︑おいしぐ食べてみな

▼とき⁝８月３日出︑午前

いかい︒

９時半１午後１時▼ところ・・・

小倉公民館▼対象⁝市内在住

の小学校４年生〜中学生▼定

員・：20人︵先着順︶▼参加費⁝

無料▼申し込み・問い＜ａｃ＼

電話で︒

︵自治振興課

・：自治振興課︵内線３８５︶へ

・保健予防課・農林茶業課︶

民館▼対象・・市内在

り▼ところ・：広野公

住の小学校３年生〜

６年生▼定員⁝30人

無料▼申し込み・・・７

︵先着順︶▼参加費・・・

月３日㈲から広野公

1004

夏休み特集

︵先着順︶▼指導・：元社会教育

料費・：二百円▼持ち物⁝汚れ

円︵２食分︶▼講師・：明星天文
館長・江上賢三さん▼協力・：
天文サークル・夢見会︒
こども映画会
公民館やふれあいセンター
で映画を巡回上映します︒入
場は無料︒どなたでも︑当日︑

▲うまく切ってネ、お母さん／

子ども

教室の申し込みは︑いずれ
も７月３日囲から中央公民館
へ電話か直接来館で︒
こども教室
〜上鈴をつくる〜
▼日程・内容・：下表のとお
り︑時間はいずれも午前９時
１正午▼ところ⁝中央公民館

指導員・加賀爪二三枝さん▼

と月︑土星︑二重星︑ペルセ

同作業所のなかま＝﹁オープ
ニング太鼓﹂︑人形劇サークル・

お米か便って楽しぐできる

長い夏休みかより有意義に

▼日程・内容・・・右表のとお

夏の子どもクラブの日程・内容表

▼対鰍・・市内在住の小学校１

材料費⁝二百円▼持ち物・・・エ
てもよい服装︑筆記９ ︑ぞっき

親子天文教室

ウス座大流星群をみぷっ﹂で︑﹃

今回のテーマは︑﹁夏の星座

おり︑時間はいずれも午後１

自由にご来場ください︒
▼日時・日程⁝左表のとお

とらごろう＝﹁ブレーメンの
音楽隊﹂ほか︑同・どりいむ⁚ｎ

▲楽しい人形が待つてるヨ

過ごすために︑夏の竿芦もク

広野公民館

年生〜４年生▼定員・：25人

プロン︑筆記具︑ぞラさん︑タ

ん︑タオル︑スーパーのビニー

シニア教室

〜土箔をつくる〜

時半〜４時▼ところ⁝中央公

▼日程・内容・：左表のとお

キャンプ︵一泊︶も行います︒

ｙ日程・内容⁝右下表のと

ル袋︑水彩絵の具︵３回目︶︒

オル︑スーパーのビニール袋︒

▲うまく塗れるかな(.昨年の子ども陶芸教室で)

民館▼対乖：市内在住の小学

校５年生〜中学生▼定員⁝20

り▼上映作品：とぎつねゴン
とこだぬきポン︑月の峰の狼︑

宇治に関する映画か観て︑私

たちのふるさとを考えてみよ

夏の子どもクラブ

ラブを開きます︒

今西圭子さん

民館へ電話か直接来

館で︒

今厄小学枚教諭
鈴木Ft子さん

楽しい工作

T/Zli昶

り▼ところ⁝中央公民館と炭

﹁へつぷりよめさま﹂ほか︒

▼とき・：８月１日㈹︑午前

９時半〜午後２時半▼内容⁝

午前中はウォッチング︑午後

は映画観賞︵集合と解散は木

幡公民館︶▼対象・定員・：市

内在住の小学校３年生〜中学

生︵保護者同伴も可︶︑20人︵先

着順︶▼持参品・・・弁当︑水筒︑

帽子︑汗ふきタオル︑筆記用

具︑あればカメラ︒

−
８

午前9時令‑正午

〃
−
Ｓ

ｨｰにとんだすし

）

農休茶裳il
保M予防課栄養1;
若葉の会（2班）

すましit.デザ７ト

午ft If?

楽?iひﾌ

/24()l)

7

（

午b59時半〜

帥

溝

容

内

スポーヽｿ帆興審譲会委員

7

/21吻

のびのび身体を動かそう

午前lO時〜正午

●
９

山キャンプ場▼対象・：市内在

平盛ふれあい
セ ン タ ー

横島ふれあい
伊勢剛ふれあい
セ ン タ ー セ ン タ ー

元気っ子集まれ

8(･幻
／8 友焼き、釜出し、色っけ
鑑賞、閉溝式

/

7 /21(fl

時

日

１

▲うまく出来るかな

一宇治公民館一
広野公尺館

/
8 ／1 幻

容
内
肘H

7/27困 材木の話と工作②
▲いただきまあーす。自分でつくった

親子工作教室

宇治公民館

小介公民館
木幡公民館

7 /28(斜

/
7 /27(村

7 /2≪ 巾をくりぬき、芯をつくる
(a

7 /ね

8／:) 本焼き.差出し
鑑n‑.閉講八
巾

飯ごう炊さん
観望会 （テントifl)

オズの魔法使いテュメ︶︒

/

※素焼き、本焼きは公尺館か行う

1
8/13(11)
午fill時解Sic
人休のはなし

B1,A式.tリェンテーション
祥,の形をつくる

午後2時

住の小学校５年生〜中学生と

中央公尺館
7/26(刈

※素焼きは公尺館が行う

/
7/25匍 泥道ふれあい
セ ン タ ー

その親▼定員⁝親子60人︵先

s／i俐
開講式、オリエンテーション
午後7時〜9時 斑分け、観望

7/n
内

3時
午前lO時半〜
11時半

こども教室の日程表
親子天文教室の日程表

Ｏ中央公民館
折居台1丁目1
雲四14
11
Ｏ宇治公民館
宇治里尻71‑9
a@2
80
4
Ｏ木幡公民館
木幡内畑34‑7
aR8
2
親子で挑戦！ 90
Ｏ小倉公民館
小倉町寺内91
a@4
687
Ｏ広野公民館
広野町寺山17
aR7
4
50

プ

7/24 ISI,轟式、オリェンテーッョン
㈲ IfJ づく')(鈴と好きなもの･
素焼き.差出し
7ﾉ31
(!￨) 絵をかく.&つけ、ゅう薬かけ
8／iai)
･p後W時集合

容
内
時
日

シニア教室の日程表
こども映画会の日時・日程表

容
内
月日

公民館

中央公民館

くろう
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り
よ
だ
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i台
宇
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日間・交流会子μ石だけ丁
16日間︑いずれち午後１時か
ら中火公民館で▼主催・・・宇治
市野外活動協会︒
市民歩こう会
▼とき・：７月９日面︑午前
８時半ＪＲ宇治駅前集合︵雨

ース・：ＪＲ宇治駅←山崎駅←

天の場合は７月16日面︶▼コ

観音寺←天王山←柳谷観音←
長岡天神解散の約13a▼準備
品・：昼食︑雨具︑水筒など︒
交通費は各自負担▼問い合わ
せ・：木村長次さん(B836

２ ｙ︒

33︶へ▼主催・・・宇治市歩こ

母と子の水泳教室

か▼参加費・：八百円▼持参品

10時〜正午ｙところ・：宇治公
民館▼内容・：基本ステ″プほ
講料・：１組または１人五千五

よい時に▼定員⁝各20人▼受

９時〜午後４時の間の都合の

スポーツｙ参加負・：無料▼準

百円ｙ申し込み⁝７月１日出

レクリェーショングーム︑軽

回Ｅ・：上靴▼申し込み⁝当日
・・・体育館シューズかゴム底の

直接会場へ︒

︽パソコン中級講座︾

から︒

へ▼問い４tｉｏｔi...岡村光芳さ

非課税世帯は三万円︶を超

月間に五万四千円︵住民税

療養費として支給してきま

えた場合︑超えた分を高額

したが︑六月一日の診療分

から︑五万四千円か五万七

千円︵住民税非課税世帯は

受けよシとする人は︑医療

した︒高額療養費の支給を

て︑適正な維持管理を指導

し︑﹁草刈り条例﹂に祗つい

あった空き地の所有者に対

市では︑近隣か登古情の

封につき四十円で市に委託

処理で鼻︑い場合︑一平方

なお︑どうしても目分で

的な草刈りをお願いします︒

空き地の所有者には︑自主

空き地の雑草刈り取りを

機関の領収書・国民健康保

しています︒今年も所有者

三万三千円︶に改正されま

これまで医療費︵保険診

康保険課︵内線２９６︶へ︒

険証・印鑑か痔って国民健

き地の雑草でお困りの人も︑

ご連絡を︒ ︵環境保全課︶

環境保全課︵内線３０８︶へ

できます︒また︑折での空

この時期︑草は伸び盛り︒

いしています︒

空き地の適正な管理をお願

療分︶の自己負担額が︑一つ

ヘルパ士︑高齢者福祉課職

に︑﹁事前通知書﹂を送り︑

の病院・診療所で︑同じ病

員▼内容・：Ｏ料理実習＝蒸し

︵国民健康保険課︶

相談専門員が相談にＷに⁚ます

気やけがのため︑一人一力

ので︑お気軽にお越しぐださ

▼とき⁝７月18日㈹〜９月
５日脚の毎週火・金曜日︵全

内︵夏期年末合計︶︒

鶏︑ドレッシングのいろいろ︑

▽貸付条件⁝無利子・無担

沢煮わん︑わらびもち○健康

教室＝血圧測定︑健康相談︵個

い︒七月の相談日と場所は次

人的に相談か曼けます︶▼参

のとおりです︒
▼とき・ところ⁝７月14日

加費⁝五百円▼持ち物⁝健康

円▼申し込み期間⁝７月15日

出９小倉公民館︑７月28日面

14回︶︑午後６時半〜９時▼定
員・・・20人▼受講料玉万四千

実務的な利用を学習します︒

給与︑経理︑

︿パソコン中級実務講座﹀

で︒

申し込み期間⁝７月15日出ま

10回︶︑午後６時半〜９時▼定
員⁝20人▼受講料上万円▼

24日出の毎週月・木曜日︵全

▼とき・・・７月17日側〜８月

宇治フォークダンス同好会．

ん︵容⑩4343︶へ▼主催⁝

靴▼申し込み⁝当日直接会場

フォークダンス
初心者講習会
▼と亭・７月２日囲︑午前

伊勢田町砂田
岩崎
恵ちゃん
S63・６・20①

らせ

▼とき・・・７月17日側〜25日

＝広野公民館︒時間はいずれ

育浬︵内線４７８︶へ▼問い合

う▼申し込み・：砲話で市民体
半〜７時半▼ところ・：西宇治

脚︵23日面は除く︶︑午後５時

Ｈ日脚までに社会福祉協議会

︵酋⑩5650︶か︑宇治市視

内に６ヵ月以上の住民登

▽対寧：７月１日現在︑市

きの20回月賦︒

保︒返済は４ヵ月据え置

録か外国人登録があり︑

︿ワープロ初級講座﹀

青空の下のキャンプで︑人

出まで︒

に頼らヂ努力すること︑仲間

ス＝７月24日間〜８月10日閑

申し込み・問い合わせ⁝７月

手帳︑エプロン︑三角きんｙ

公園プール▼対象⁝小学生と

智子︸兄︵料理研究家︶▼定員

︵福祉年金課︶

も午後１時〜４時︒

わせ・：福山紘三さん︵ａ⑩1
そのに親▼定員・：30組︵先着

ティーサービス

覚障害者協会婦人部︵Ｓ⑩3

５倍以内で︑夏期ボーナ

スのない世帯︵牛狐一保護

世帯は︑対象になりませ

ん︶︒※既にこの資金を借

りている世帯は︑貸付額

︵京都結納司専門店グループ

９時︵時間厳守・雨天決行︶▼

▽貸付金額・・・年間十万円以

けは七月一日出から︒

金を貸し付けます︒受け付

にお困りの世帯に︑生活資

０︶へ︒︵社会福祉協議会︶

福祉協議会︵ＳＣ５６５

住民票謄本忿添えて社会

に相談のうえ︑申込書に

の半額以上を返済してい

結び会役員︶▼申し込み・問

ところ⁝伊勢田町遊田・西村

窪を観賞しながら︑

愛蓮家・西村金治さんのお

巨椋池の蓮を
観賞する会

︿礼儀作法教室﹀

で︒地区損当の民牛委員

▽申し込み・：７月24日側ま

200︶へ︒︵社会福祉協議会Ｉ

話か聞き︑

社会福祉協議会では︑失

▼とき⁝７月９日面︑午後
１時半〜３時半▼ところ・・・総

後６時半ト９時▼定員・：各10
人▼受講料・エ八千円▼申し込

合福祉会館▼対象・・・市内在住

見いのマナー﹂︵冠婚葬祭・

内容・・・﹁知ってお丈おお付

のろラあ者▼受講料・：無料▼

み期間⁝７月20日出まで︒
︵商工観光課︶
宇治橋通り第５回

かつての巨椋池をしのんでみ
▼とき・：７月９日間︑午前

ｋＢせ・・・７月６日俐までに

金治さん宅▼対乖：市内在住

その他︶▼指導・・・廣昭彦さん

⁚１１時〜午後８時︵雨天の場合

社会福祉協議公一︵豊⑩５６５

ゆかた姿コンテスト

ること︒

▼とき・・・○月・木曜日コー

806︶か巾民体肖浬へ▼そ

城南地域職業訓練センター

パソコン
ワープロ講座

0780︶へ︒︵商工観光課︶

月15日出までに同会館︵き㈲

持ち帰り容器ｙ申し込み・：７

労者福襲掘ｙ講師・：星野美

同志で協力することなどを学

＝７月22日出〜８月９日困

︵全６回︶○水・土曜日コース

お知

んでみませんか︒キャンプ終

持ち物・・・エプロン︑筆記具︑

夏の洋風お総菜をつくって
みましょう︒
▼とき・・・７月23日旧︑午後
１時１ ４時▼ところ⁝城南勤

︵全６回︶︑時間はいずれも午

・・・24人▼材料費⁝千二百円▼

▼とき・：７月９日面︑午前

中高年スポーツ教室

４７９︶へ︒

順︶▼参加費・：無料▼申し込

目に見えなくても︑素晴らし
い力を得ていることでしょう︒
▼とき⁝７月22日出〜23日
囲ｙ対平・小学校４年生〜６
年生の男女▼定員・・50人︵先

10時Ｉ正午▼ところご震示
学校▼内容・・庭畷っくり体操︑

で︑パソコンやワープロを学

業や病気︑事故などで生活

７月23日面に順延︶▼ところ

０︑ファックス⑩0857︶

ませんか︒

⁝宇治橋通り商店街▼アトラ

んでみませんか︒申し込みは

クション・：タージン︑神野美

︿夏休み中心パソコン教室﹀

祉会館▼対象・：市内在住の視

申し込み・：小倉公民館︵豊⑩

の人▼定員・：50人︵先着順︶▼

示倉公民館︶

4684︶へ電薫面接来館

歯 の 教 室

で︒

虫歯予防のため︑﹁歯の教室﹂

お子さんの健やかな成長と
ん︑村田良子さん︵いずれも

覚障害者▼指導・・・井上慶子さ

▼とき・：７月16日間︑午前

教育訓練用ソフトによって

同センター︵豊㈲0780︶へ︒

午・︲ボード操作とＢＡｓＩｃ

▼とき・・・７月27日俐︑午後

視覚障害者の料理教室・

︵社会福祉協議会︶

へ︒

︵商工観光課︶

鰻て容四2285︶へ︒

合わせ⁝宇治橋通商店街振興

加︑佐久間美華▼主催・問い
基礎コースを学習します︒最
短必要時間は十五時間︒四期
間のうち︑希望の期間に申し

▼とき⁝○１期１７月22日

社会保険相談所

時１４
時▼
とこへ
ろ⁝総合福
問い合わせは高齢者福祉課︵内線3１6
0
︶

込んでぐださい︒

出〜28日閑ｏ２期＝７月31日
年金や健康保険の仕組みな

▼とき・：７月20日田︑午後

を開催します︒

ほか

▼テー了・﹁住﹂自然に親１ 石

お知らせ

高額療養費の
限度額が
変わります
食生活改善推進員︑ガイド

おはなし

よみきかせ

基本健康診査 ︱
実
中
ー
どに
つい施
て︑相
談か
曼け付け
ヂ︒当日は︑社会保険

かみしぱい

側〜８月５日出○ａ期＝８月

７日側〜12日出ｏ４期１８月

てい

おはなし会

料理講習会

み⁝電話で市民体育課︵内線

広報課へご連絡ください。

の他・⁝親子説明ふ下７月９

この欄に掲載するお子さん（63
年７月生まれ）を募集しています。
21日面〜26日出︑時間は午前

１時半〜３時半▼ところ・：宇

治保健所▼対象：ｉ歳禾満児

の各ふれあいセンターで

青空キャンプ
了後︑早ともたちはきっと︑

めぐちゃんはひょうきんでしっ
かり者の女の子。わんわんと遊ぶ
のが大好きです。

乳がん・子宮がん検診

▼申し込み・：宇治保健所︵ａ

の保護者︑妊婦▼定員：50人

みんなできてネ

六月十八日間︑第十三回宇治市暉害者スポーツ大
会が︑黄璧体育館で開かれました︒
当日は︑市内の身障者や家族︑ボフンテ″アら約
四百人が参加︒二十吾缶いず競ポやボール送り競

⑤2191︶へ︒︵保健予防課︶

1005

争など十三種目に熱戦を繰り広げ︑体育館には一日
中︑歓声がこだましていました︒

午後3時半〜4時

夏季貸付

くらしの資金

ふれあいセンター

着順︶▼参加費・・・三千五百円
障
害者スポーツ大会

ルポ 友情の輪を広げて

市民体育の

第85O号
1989年（平成元年）7月１日発行

第850号

宇治市政だより

1989年（平成元年）7月１日発行

圃
川IIIB‖

●住まいも心もリフレッシュ

ださい。

保健・衛生・相談・移動図書館(7

献血

相談は無料。秘密は厳守。

●21日(〈株〉西友宇治店=
10時〜正午,
r…………………………………………………………………l

13時

社会福祉協議会の法律（定iiio人）
・年

〜15時半）、28日（横島郵便局前=

｜金･結婚･竃記･心配ごとなどの相談日程I

10時〜

：や
行政
･人権･消費生活･精神薄弱行相談：
､

正午、13時〜15時半、紫ヶ丘町内会主催）.

：の日程は

元年度版「市尺カレンダ
、

ーとｉ

手びき

ご利用ください

飼えなくなった犬・猫の引き取り

」に掲桟
。

：

このほか

。

市政相談と

般生活相談は：
ぅ

、

・毎週月曜日（宇治保健所=
ｉ市役所市民相談室で

消費苫情相談は自：
、

9時〜10時半）。

丿台振興課で

教育相談は教育委艮会で

：

、

相談あんない

、

：日曜日を除く毎日受け付け
家庭児童相：
。

談は月

・青少年相談（18日、市民会館13時〜16時）。

金曜日の10時〜16時に総合福祉
〜

：会館３階の家庭児童相談室（Sc8698)
I

・京都府交通事故相談(5日、19日、京都府
で
E

宇治地方振興局豊四2049、9時〜16時八

°

E

･●●●●●●●●●●●●●●●●●･■･●●I･●●･●●●●●●●●●●●･●･●･･●●●･●●●●●●●●･●●･■･●●●●●●●●●●●●･J

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠依

夏の大掃除

額の算定、訴訟や調停のしかた、自賠責保

７月２日・９日・16日に
市では︑今年の﹁大掃除の日﹂

か七月二日︑九日︑土八日の日曜

日と定めました︒大掃除は︑快適

この三日間の中で︑各家庭の都

な環境を作るために行います︒

▼ゴミの出し方・：燃えるゴミは︑

合の良い日に行ってください︒

大掃除を実施した週の定期収集日

に決められた所へ︒燃えないゴミ

方＝大掃除で出たゴミは︑出来る

は次回の定期収集日に▼取り扱い

だけ小さくまとめてください︒バ

イク︑コンクリート片︑土砂類︑

ＰＣＢ除去の﹁検査済﹂の無いテ

レビークーラー・電子レンジなど

は︑収集で呈安ん︒自転車は︑

必ずゴミと分かるぶっに︒営業上

のゴミや建設廃材などは収集でき

ません▼新聞・ダンボール・・・古紙

︵清掃事務所・︿内線︾３１８︶

駐車場所

六地蔵公会窓削

回収に出し再資源化匈

駐車時間

移動図書館

地 区

御蔵山小学校
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１
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へ川メートル

４・
・２
０〜︱
６・
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０
Ｉ

広岡谷

1000〜１１ぃ00羽．リ山集会所横

六地蔵

東南山

御蔵山

羽戸山

岡屋小学校

木幡公民館前

13⁚30ー14
南2
部0
小学校
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０４〜
５１
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０３
１

３・０
５・
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０
Ｉ
３〜１

福 角

岡 屋

木 幡

志津川バス駐車場

10而ーＨ00 万福寺駐車場

汚水処理場横

黄 槃
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・２
０〜︱
５・
・２
０．
１

Ｄ如〜1400

児童公園

西小首中学喀門

北3
小0
倉小学校
1330〜15⁚

４・
・Ｏ
０〜︱
５・
・３
０
１

臨⁚大久保小学校

旦椋公会堂前

緑ヶ原蔭田緑地

弔盛小学校

陵第２
1000〜１１0南0
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１
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０
１
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志津川

明星町

北小倉

遊 田

大久保

西大久保

平 盛

南落合12の通り
八木ガレージ

ユニチカ社宅前

伊勢田神社

開公民分館前

大久保小学校

北横島小学校

10⁚00〜Ｈ祐
南小倉小学校

３・
・３
０〜１
４・
・２
０
１

５・
・Ｏ
０〜１
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０
１

３・
・３
０〜Ｉ
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０
１

３・３
０〜１
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０
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そよかぜ号巡巨日程

日

ｑ日出

ａ日閑

り日木

日合

︲日叫

に日叫

に日南

緑ヶ原

棋 島

蔭 山

伊勢田

開

５・
・Ｏ
０〜︱
６・
・００
１

４・Ｏ
０ー１
５・３
０
１

月分)

広 野

北槙島

宇治市中央図書館︵電話201511︶

南陵町

に日團

︻日圃

Ｊ日團

南小倉

Ｊ日合

Ｊ日向

︲日團

Ｊ日童

険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く

7月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
燃えないゴミ（清掃事務所内線316〜318）

し

尿（城南衛生管理組合電話O75−631

−51
71

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域

1
3
4

10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
24
25

5
6
7

26
27
28

6 木 22 幡（平尾、須留、南原、御蔵山、畑山田、御
園、陣ノ内、赤塚、花揃、金草原、北畠、
）
桧尾、北山畑、j
R 以眼の正中・東中）
六地咸(全域）
木
幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
7

24

中村、南山畑、南山、南端、jR以西の正

中・東中）
五ヶ庄（広岡谷、JR以東の芝ノ束）
木
幡（熊小路）
五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田．古川、北ノ庄、西
8

川fj?;,壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、
西浦、新開、平野、折坂、福角、−・二・

25

三番割、jR以西の芝ノ東、高峰山）
道（平町）

菟

五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、
iH戸ノ内、京大宿舎）
（平町を除く全域）

苑
10

26 明星町（全域）
羽戸山（全域）
志津川（全域）
宇
治(山本 乙方 東内 y.柘 山田")
宇
治（里尻、小桜、宇文字、壱番、妙楽、蓮華、

11

白
川（全域）
折居台（全域）
天神台（全域）
小倉町（奥畑）
南陵町（全域）
羽拍子町（￨ti国道〔府道〕筋を除く全域）
28 神 明（全域）

12

宇

洽（蛇塚、大谷、野神一部）

琵琶台（全域）
広野町(A､my‑一朗＼

開
町（旧国道〔府道〕筋）
広野町（桐生谷、一里山、束裏、寺山、西裏、茶
14

31大久保町ht尭り山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山．
西大久保府営住宅(21〜^.^捕)
久保）
安田町（全域）
伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新
8/1
中ノ荒、ウトロ、南山）
広野町（成田．新成田）
大久保町（田原日椋、平盛
井ノ川、南ノロー部）

17

宇
18

冶（半白）

8/2 小倉町（新田島を除く近鉄以販の全域、西山）
羽拍子町（I日国道〔府道〕筋）
伊勢田町（北山．大谷、若林、井尻、中山、毛語）
小倉町（南浦．山際、京銀前から南京信前までの

4

5

19

20

21

白川・志津川・菟道・宇
台・神明・広野町・開町・大久保町地域
田原、井ノ尻．旦椋、平盛、南ノロ

1

19

北ノ山、山／内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、南ノロー部、西裏、寺山(j
寺山(翠光園団地)

20

寺山．大開一部、宮谷、尖山一部、丸山、一里山(府道以南、市道以東)．中島、
石塚(心華寺通り以西)
束裏、一里山、桐生谷．開町、石塚(心華寺通りam、宮北一部
小根尾、大開一部、尖山一部、宮西、宮北、宮販(城南荘本通り以西)

21
22

3 24
4 25
5 26
6

8

8/4

8/7

市道筋以南の西浦）
伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43 棟）
.小倉町（蓮池．堀池、南堀池、京銀前から南京信

/3

前までの市道筋以北の西浦）
伊勢田町（南遊田）
棋島町（全域）
小倉町（近鉄以東の新田島）
宇
治（戸ノ内、蔭山、JR以北の御廟・天神）

R 以m)、

宮束(城南荘本通り以m、野神、大谷．弐番(府道以南)、大谷山(権現町)．琵琶、
若森(TR以南)、矢落(JR以南)
下居、善法、壱番、妙楽、俘文字、里尻(j
R 以南)、塔川
蓮華、乙方、東内、又振、山田、紅斉、白川、金井戸、山本．荒棋、田中、大垣内、妙見、志津川

27

森本（JR以東）、段ノ上、薮里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋、
加山 谷下り（I u以東丿 出口( T R 以東）

開
町（I日国道〔府道〕筋を除く全域）
29 広野町（小根尾、大開、尖山、宮谷、中島、丸山）
西大久保府営住宅(1
20棟）

13

3

正中(JR以西)、西中一部．"ifi中(JR以西)、陣ノ内(jR以西)。河原、徳永、柿ノ木
町、北島、一丁目、札ノ辻町、紺屋町
内畑、西中．中村(jR以西)、大瀬戸(jR以西)、壇ノ東、西浦、1!S小路、南端iR以西)
大林 梅林 夕ノ東□R以西）西浦（府道以西）

18

塔川、善法、東山、下居、上権現町、琵琶．
野神、弐番、池森、米阪、矢落、若森、J
R以南の天神）

27

3ト寺界道．古川．西田、北ノ庄、野添、谷前、梅林官有地、大林一部
8/1 新開(JR以西)、平野CjR以西)、折坂(JR以西)
8/2 福角（jR以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島、笠取
8/3 車田一部、平町、一里塚、戸ノ内(棋島飛地)
84 車田、丸山．出口(J
R以西)、森本(j R以西)．谷下り(JR0西)
8/5 福角(JR以眼)、折坂(IRJil!li)、平野、一番割、二番割、三番割一部．平野府営住宅
西浦(府道以東)、三番割、芝ノ東(府道両側)、南端(jR以東)、新開(JR以東)
芝ノ咀(府道以東)、広岡谷、南山(Ａ)、中村(さつきヶ丘)
南山(B)．金草原
南山畑．北山畑、大瀬戸(JR以束)、中村(JR以東)、東中(jR以東)、北畠一部
北畠．桧尾、平尾、須留
花揃、赤塚、陣ノ内(lR以東)、御園、御蔵山、北御ia、正中(JR以東)、町並一部
北御蔵山(平尾)、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山全域.畑山田

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
10

φされ前
ｎ Ｗ

］万
睦言

お
願
い

11

17 南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、
8/5
井尻、中ノ田、名木、浮面、安田町全域

おことわり

18
19
20
21

おことわり

４月１日から、大久保バイ

イパス〜城陽市寺田新池）は、
府道城陽宇治線に。これに伴
い、ゴミ・し尿収集日程表の
「国道」の表示を「府道」に変
更します。なお、当分の間、
「旧国道C府道〕」と表示しま
す。
（清掃事務所）

8/1
中川原(大川原線以県)、十一(大川原線以東、国道以東)．
十六(国道以東)、十八(国il以東)
8/2 寺内、西浦
8/3
南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)
8/4
南堀池(大和)、堀池

12
13
14

巴た?や

パスが国道24号となり、この
間を結ぶ従来の国道（京滋バ

老ノ木、久保、西山(I日国道じ府道〕以東)、寺内一部、蓮池、
31
天王(府道宇治小倉停車場線以北)
天王(府道宇治小倉停車場線以南)、東山、蔭山、吹ml、

1

22

3

24

4
5
6
7

25
26
27
28

8

29

中山(近鉄以束)、大谷、西畑、中畑、春日森、−ノ坪、島
前、大町、大川原、中川原(大川原線以西)、石橋(大川原線以西)
中山(近鉄以西),毛語、若林
羽拍子町
弐番(府道以北)、池森、米阪、蛇塚
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山(￨日国道〔府道〕以西)
神楽田(山中含む)

'

戸ノ内、矢落(JR以北)、若森(JR以北)、里尻(JRJil北)、
小桜、南堀池(田中、大和一部西２号通り以北)
眼目川、西目川、南落合(0〜3の通りまで)
南落合(4の通り以降 13の通りまで）
南浦(100〜110、84〜98、30〜33)、大京団地、山際一部
南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)
山際、半白、薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口､幡貫、
郡、石橋(大川原線以東)

1006

