市では︑駅周辺での自転車の放置防止のため︑平成三年
四月一日に﹁宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例﹂

きました︒その結果︑放置自転車は徐々に姿を消しつつあ

りますが︑完全になくなったわけではなく︑昨年度は約四

千台もの自転車を撤去しました︒

夏休みに入り︑自転車で外出することも多くなりがちです︒

放置自転車のない︑安全で快適なまちづくりのため︑引き

続き皆さんのご協力をお願いします︒

引き取られるのは約半分
撤去の半数は
近鉄大久保駅周辺
四年度︑市が撤去した自転
車は︑四千十一台でした︒こ

簡単に感芦−めていませんか︒

自分が置いた場所に自転車

がない場食﹁盗次れた／﹂と

自転車には︑必ず住所 ・氏名

忿明記し︑防犯登録をしまし

第三回の撤去自転車のリサ

せんので︑ご注″でださい︒

会場への入場︑抽選はできま

車の撤去︑自転車のリサイ

行︶

売＝午後︱購丁︵雨天決

︵当日消印有効︶までに市役

所交通対策課︵〒Ⅲ宇治琵

琶33︑公内線2259︶へ︒

予備抽選し︑約２Ｏ叉に

﹁リサイクル自転車購入抽

選？をお送ひし康ｙ︒抽

選にもれた人には連絡しま

せんので︑ご了承ください︒

設するため︑現在準備か通

めています︒

開設予定の場所は︑近鉄

大久保駅近ぐのマンション

﹁藤和ライブタウン宇治大

久保﹂の一階︒取扱時間は︑

月曜日か兌謹日の午前九

時から午後四時半までです︒

詳しぐは︑本紙八月二十一

日号でお知らせしまｙ︒

敬老会

申込受付中

７月31日︵土︶までにはがきで

▽送迎・：例年どおり︑路線

兌蕩でお渡しし示ｙ

▽記念品・・・紅白まんじゅう

ターで開催する敬老会の︑

九月十五日㈲に文化セン

演芸の出演者が決まりまし

だ︒漫才は正司敏江・玲児︑

を運行にます︒停留所は次

バスか盾ひ切った専用バス

御蔵山←西住宅←幼稚園前

・東宇治方面・・・中住宅←

知らせします︒

時刻は本紙９月Ｈ且そお

のとおりです︒なお︑発車

浪曲は松浦四郎若です︒

また︑今回ご要望により︑

東宇治方面の専用バス停留

所に︑﹁東御蔵山﹂と﹁東宇治

高校﹂の二君迦加Ｌ笙し

●．ＩアＬく﹃｀ＩＩｊＩ；Ｉノ﹃

←御園←町並︵長谷川コー

ヒー館前︶←御蔵山参道←

東御蔵山←東宇治高校←木

人も︑はがきに記入のバス

・た︒既に申し込書れている

⁚

病院前←黄聚←平野町︵重

⁚停留所にかかわらず︑ご利

・用ください︒
⁚ 敬老会は現在のところ︑

｀話番号︑生年月日︑年齢︑

宅←小倉住宅←近鉄小倉←

名木北口←西小倉←北山住

ス停︶・︒浮面方面⁝浮面←

軒家方面・・・三軒家︵京阪バ

西詰︵県通り︶←県神社・一二

校←棋島←中研前←宇治橋

︵京阪宇洽交通︶←棋島小学

目川方面＝・目川←大河原

←総合庁舎←宇治市役所・

詰︵都計道路ＴＪＲ宇治駅

里阻←京阪宇治←宇治橋西

︵茶研前︶︒・宇治方面⁝宇治

津川︵竹久酒店前︶←白川

称名寺下・志津川方面・・・志

前・笠取方面⁝笠取小前←

︵府道︶︑明星町一丁目←門

上り︑新田←森本←三室戸

永医院前︶←菟逗高校←隼

幡←木幡山手町←南木幡←

・呪貝に少し余裕があり康ｙ
⁚

のでぶ加奈望する人はヽ

⁚次の応募方法に従って申し

・｀込んでぐださい︒

い▽とき⁝９月15日冊︑午前

⁚と午後に１早つ

・▽ところ・・・文化センター大
⁚ホール︵折居台︱丁目︶

⁚▽内容・・・式典と催し︵漫才︑

午前・午後の部とも同じ︶︒

・浪曲などの演芸と宇治市少
⁚年少女合唱団による合唱︒

▽応募資格・・市内在住で︑

大正揺朧月16日以前に生

まれた人

▽応募方法・・・はがきに︑﹁敬

希望ずる部︵午前・午後︶︑利

ユニチカ・名木方面・：名木

小倉←蔭山←宇治郵便局←

発蓼加申し込み﹂︑氏名︑

學息交通機関︵専用バス︑

城南荘←西町︒

油前︶←城南高校←神明←

大久保←ＪＲ新田︵中西石

日産車体←緑ケ原口←近鉄

阪バス停︶・大久保方面・・・

新電機前︶←国道伊勢田︵京

←緑ケ原←国４大久保︵上

自家用車など︶︑専用バスの

曼にはバス停留所名を書い

て︑７月31ぼ出︵当日消印

右効︶までに︑市役所長寿社

会対策課︵〒Ⅲ宇治琵琶33︑

が不十分なものや電話での

容内線2316︶へ︒記入

申し込みは︑原則として受

け付けられません

再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

その他 撤去後１ヵ月間に返還請求のな
い自転車は、市が処分します

あきらめないで
﹁盗まれた！﹂と

住所・氏名が明記されている
ものや︑防犯登録がされてい
るものは︑はか罵亀話で引
き取りの連絡をしています︒

購入希望者ははがきで申し込みを

▽申し込み・：はがき︵人１

枚に限る︶に︑﹁リサイクル

自転車購入抽選券申込書﹂︑

住所︑氏名︑年齢︑電話番
近鉄大久保駅周辺が二千十台

イクル販売を︑八月二十一日

クル︑安全対策など何でも

一号︑あなたの声︵放置自転
︵五〇％︶︑近鉄小倉駅周辺が

▽とき・・・８月21日出︑受け付

大盛況で︒前回は千三百二十

野・大久保地

結構︶を書き︑７月31日出

出︑・午後一時か得い未了︒

通もの応募がありました︒

け＝午後１時〜１時半︑販

八百六十一台︵二Ｉ妬︶︑京阪

リサイクル自転車販売

きるもの

このリサイクル販売は毎回

れを放置禁止区域別で見ると︑

返還に （運転免許証、健康保険証、学生
必要な 証など）③移動.・保管費用とし
て１台につき2000円 ④自転車の
もの
かぎ、保証書など自転車を特定で

三室戸駅周辺が二百二十九台

毒す︒

︵六り︶といラ状況にな・つてい

▽販売台数・：約60台

▽ところ・・・市役所北玄関横
による﹁予備抽選﹂を実施し

▽販売価格・：6000円・７

今回も﹁はがきＩ し込み﹂

ます︒購入盗掘する人は︑

一方︑撤去した自転車のう
ち︑所有者などに引き取右れ

次の要領で申し込み欠

０００円･ 00000円の３

たのは二千百十七台で︑混″

種類︵希望者多数の場合は
当日抽選︶

行政サービスコーナーで

努めていきますので︑ご理

は︑住民｀ｙ︑戸籍の謄・抄

解ご協力をお願い１

︵仮称︶の開設など︑より

も︑国の行政機関が昨年五

本︑印鑑登録証明書の発行
月から︑京都府は昨年八月

や各種の記載

各方面に９妬け︑年間総

事項証明奎汀

曜日に業務か仔います︒詳

域で︑新しい

市では︑広

１ )vは︑本紙八月二十一日

行政サービス
コーナーを開

号でお知らせします︒

示す︒

労働時間千八百時間の達既

なお︑現在第二・四土曜

ってい未丁︒

一層の行政事務の効率化に

宇治行政サービスコーナー

タ低下させないぷつに︑南

あたっては︑市民サーピス

完令週休二日制の実施に

なり未了︒

から︑毎週土曜日が休みと

請の中で︑宇治市でも九月

転車購入抽選泄がなければ

なお当日は︑﹁リサイクル自

率は五三％︒二台に一台しか
持ち主の手元に返っていない
ことになり未了︒

市役所の業務は9月から

週休二日制の背景

から︑それぞれ実施してい

日に業務か仔っている施設
昭和六十三年に閣議決定さ

機関忿呼応︑一部の民間

す

に向けて︑その推進に努め

るほか︑府内の市町村でも

毎週土曜日が休みに
市では︑完令週休二日制
について検討夕通めてきま
したが︒六月十日から開必一

てきました︒
心一で︑完令週休二日制に関

れた﹁経済運営五ヵ年計旦

企業では︑早くか互茫迦
このふっに社会全体を取

完令週休二日制のｔ最は︑

は︑一部淡雪︑念緊王
する関係条例が可決されま

の中でシたわれた基本事項︒

休二日制が導入されてきま

り聾ぐ労働時間の短縮の要

されていた市議全︵月定例

第3回
年内に実施の予定です︒

した︒これにより︑九月四

政府は︑完全週休二日制︑

した︒また公務員について

実施に向けて
日の土曜日から︑癌撃虚

週四十時間労働制の導入を

こうしたことから︑金融

②身分を証明できるもの

①印鑑

を施行︒同年十月一日からは︑放置自転車を即時撤去して

放置自転車昨年度の撤去4,000台
安全で
快適な
まちづ
くりに
ご協力
を
日が閉庁︵休み︶になりま

●●●●

還
所

コーナーを開設

●●●●●

返
場
行政サービス

●●●

五ヶ庄保管場所 大久保保管場所
五ヶ庄西川原 大久保町北ノ山
豊32−99 50
豊46−59 99
返還日時月･･水・土･日曜日の午後2時 7時
J R六地蔵駅 近鉄伊勢田駅
近鉄大久保駅
置 J R木幡駅
近鉄小倉駅西側
J R・京阪黄桑駅
所 京阪三室戸駅
j Rif田駅
J R宇治駅
広野･大久保地域に

９一・

92,107人

Ｉ

女

／

●毎月1 日･llB･21日発行

90,092人

放
場

◆この宇治市政だよりは︑
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182,199人（前月比25人減）
男

撤去自転車の返還要領

9月1日

課
報
広
m集
￨●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･

ロ
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●●●●

●●●
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ロ
人
の
市

a （0774）22−3141
平成５年

61,883世帯（前月比28世帯減）
人

京都府争袖市
発行

７
(1993年)

世帯数

傘 .〒611京都府宇治市
宇治gl33番地
（平成５年７月１日現在）

り×30り〜55ぢχ40？▼応募

規格⁚・・色は自由︒大きさは45

合作も可︒よ︵組︶Ｌ点▼

運行▼定員⁝先着50人▼申し

午前10時１正午︒専用バスを

場︵ごみ焼却場︶︒いずれも

理場︶︑21日出＝折居清掃エ

務課母子児童福祉係︵容内
線2307︶へ︒
ｏ児童扶養手当

2.4k5

833 1.1 7.1
397▲ 1.0 1.0

−

砂

217▲4.4▲2.7

379▲3.3 ▲2.6

かみしもや茶摘み・はっぴ姿

ほかにも様々な交流の機会

で参加︒大好評を得ました︒

を通じ︑カム４ Ｉプス市民の

温かい歓迎を営げました︒人

と人とのふれあいか夭切にし

た両市の交流は︑今後ますま

す進展していくことでしょう︒

Ailim葉を越え心が通い合ったお別れ

繰り広げられ︑訪聞里行も

三日には︑記念パレードが

深めました︒

百年祭に参加し︑友好親善を

ドーパークでの記念式典や︑

到着︒七月一日にリバーサイ

行は︑翌日カムループス市に

六月二十九日に出発した一

カムループス市訪問団帰国

広がる国際交流の輪

263▲8.0 ▲2.2

○いずれも消費税込み

220

員・・・先着20人▼持ち物・・・三角

1≪〕
▲ 7.9 ▲2.1

洗濯用
粉せつけん

※これは︑７月初めに実施した消費生活モニター店頭価額調査に基づくものです︒

204▲3.3 2.5

25cnix
８ｍ

作り︶▼指導・・・市保健婦▼定

に同センターに述絡しべ当

サランラップ
30cm X20m

アルミ
ホイル

講演と実習︵フルーツポンチ
﹁食事を通じて健康か珊える﹂

重
視覚
いに障
障害
害がや
あ病
る人
気▼を
内痔
容・
つ：二

養育
し時て
い午る
母ろ︑
た合は
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〜正
▼父
とこ
・ま
：総

十歳
福禾
祉会
満館の
▼対
児象童
・を
・・
︑市家
内庭
在住
でで

父母▼
にと代
わ７っ
養日育
て前い
き⁝
月て
29
出し
︑午
る人︿
に健支
給されます︒ただ
康教室﹀

父母の離婚などで父と生
活できない児童や︑父が身
し︑デ
所ィ得
制限があり未了︒
・サービス
前集合︒

体などに障害夕痔つ児童の

母子家庭の乳幼児から高

０ 30.4

パーティー

201▲2.0 A 0.5

ワイシャツ
白の長そで

洗濯代

そ タケヤミソm

み

日午後１時40分に京阪宇治駅

校生に支給されるもので︑

令几︑エプロン▼申し込み ・・

26日間までに︑社会福祉協議
会︵き22・5650︶へ︒参
加は無料︒

聴党言語障害者教室

カムループス市は今年で市制

本市の友好都市︑カナダ・
１時半〜３時半▼ところ・・・総

施行百周年か迎えました︒こ

▼とき⁝８月１日間︑午後

油 ボ'J容S入りl.匈

1.041

ネスカフェエクセラ
瓶入1509･

インスタント
コ―ヒー

○母子家庭奨学金

育している人に支恰貝笛

会場へ︒送迎希望者は︑事前
15︶へ︒参加は無料︑直接

を受けてい泰人には︑支給

状と利用のしかた▼問公Ｂ
※い
ずれの制度も︑外国Ｔハ

せ・：同センター︵容23・61
され
ません︒

祉

ョの
ート
ス象
ティ
事り
業の
も︵
支シ給
対
と︶な
毒現で
▼テー了・在宅孝会幼入所
星園ティーサービスセンター
１時〜ｔ時▼ところ・・・宇治明

福

▼とき・・・７月31日出︑午後
介護者教室
在宅老人家族

命福祉会館▼対象・・・聴覚言語

ました︒

月九日に無事日本に帰ってき

池本市長︑三十四人︶は︑七

を訪れていた訪問団︵団長＝

れを記念し︑カムループス市

0︶へ︒参加は無料︒

卵 Ｍサイズパック
入り1(X固

食用

価格状況

に障害のある高齢者▼内容・：
講演﹁寝たきりにならないた
めに﹂︵手話通訳あり︶▼指導

荷畠蜜でに︑住所・氏名・

・・・市保健婦▼申し込み・・・７月

ファクス番号を記入し︑社会
教育課︵ファクス22・304

募集
宇治川花火大会
アルバイト募集
▼とき・人数・日当・・・８月

⁝観光協会︵a23・3334︶

・・・警備補助など▼問い合わせ

へ︒

ポリ容器入りμ
しよう油 キッコーマン濃ロ

糖 上白Ik?

０▲ 10.8

545

日清サラダ油

鶏

246▲19.1 32.3
146 ０ 9.0

キャベツ 中玉約ika

30

バレイショ男爵1009

190▲1.0 2.2
6.8 1.4

情澗講一

小麦粉

ａ︑または母に代わって養

す︒ただし︑所得制限があ

所得制限はありません︒た

年が経過すると︑受給資格

だし︑京都府の他の奨学金

がなぐなります︵支給要件

り康司また︑支給要件に該

旱供たちのために︑次の

﹁おばけ﹂の太寧展示︒ぴや

台所用
ラップ

すき焼き用
肉 中程度la〕9

●●●●●●●＠●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●●

方法・：作品の裏面右下に︑氏
込み⁝城南衛生管理組合広報

福祉制度があるのをご存じ
について詳にＩは同係へ︶︒

当するぷつになってから五

ぶふ？受給資格がある

ま以上▼定員・・・先着50人▼申

１ 込み・・・市民体育課︵容内線
2621︶へ︒参加は無料︒

重点普及スポーツ

▼とき⁝８月１日間︑午前

10時〜正午︵雨天中止︶▼と
ころ⁝西大久保小学校グラウ
ンド▼内容・・・グラウンドーゴ
ルフ︑ターゲットバードゴル

︵豊内線2622︶へ︒参加

フ▼問い合わせ・：市民体育課

は無料︑直接会場へ︒

学生︒いずれも午前８時半〜

して︑八月二十九Ｅ聞まで開

１おばけがいっぱい／﹂と題

102 1.0A12.8
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市
せ民のひろば

名︵ふ口がな︶︑年齢︑性別︑
課︵豊０７５一〜Ｉ一51

モーツァルト

71︶へ︒参加は無料︒

住所を記入︒合作の場合は︑全
員の氏名な芦を連記し︑代表
者に○を付けてください▼
期限・・・９月10日胞▼提出・問

日伽・５日田・６日面︑午後６

ｏ特別児童扶養手当

２コース▼ところ・：宇治公民

時〜８時︒７回▼ところ・：西

のに未申請の人は︑福祉総

館▼対象・：初心者▼定員・・・

午前９時から直接来館で▼問

04︶へ︒

▼とき⁝７月29日因・30日

輿︑８月２日側・３日陶・４

市民一般水泳教室

○宇治市長賞＝大開小学校︑

子︵桃山中︶

午後５時▼ところ・：市役所１

お買物のめやす7月分

,l U i i / t 5 v >
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﹁選挙のあゆみ﹂
差し上げます
市選挙管理委員会では︑五
年六月改訂版の﹁選挙のあゆ
オペラ独唱会

︵市役所内︑豊20・8798︶

ター小ホール▼出演・：ソプラ

７時開演▼ところ・・・文化セン

い合わせ・・・市選挙管理委員会

応募者全員に記念品を︑入

▼とき・・・７月24日出︑午後

昭和二土八年以降の憲吊

選・佳作には賞状︑賞品か贈

ｋＢせ⁝同館︵容21・28

▼とき⁝８月４日困〜６日
回の３日間︒午前９時半〜11

宇治中学校︑神明小学校︑宇治

時半と午後Ｌ時半ト３時半の

点︑奨励賞十点︑団体の部で

田原小学校︑菟道小学校︑南

宇治公園プール▼対象・・・中学

長選挙など各種選挙の結果を

各コース先着18人▼指導・：近

畿松下テクニカルサービス・

平岡義明さん▼費用・・・300

問い合わせ・：大谷直子さん

円▼申し込み⁝７月22R困︑

︵豊32・5847︶へ︒

ａ００円︵当日券有り︶▼

ルーベゼ″クポん▼入場料・：

ヴアさん︑ピアノ＝パーヴェ

ノ歌手Ｌカトリンークドリコ

すべて掲載しています︒この

ＣＭ時〜▼ところ・・文化センタ
ー小ホール▼内容・・・暴力団対
策についての講演︑ビデオ上
演ほか▼問い合わせ・：企画管

へ︒詣埋バスもあります︒

理部総務課︵豊内線2052︶

夏休み親子見学会
▼とき・ところ・・・８月７日
出ふ徊二清掃工場︵に栄処

楽しいワープロ教室

学ぶ スポ

▼とき・・・７月28日困︑午後

追放対策協議会設立総会

宇治市・久御山町暴力

りまで︒

差し上げます︒電話︑はがき
で同委員会︵牢治琵琶照豊
20・8798︶に申Ｌ収糾石︑
直接取りに来てください︒部
数に限紅があります︒
明るい選挙啓発
ポスターの募集
良い政治は︑明るく正しい
選挙から︒そこで明るい選挙
を推進するポスターを募集し
まず︒
▼対象・・・府内在住の内家
族︑友人などのグループでの

が決まりました︒

おはなしたまてぱこ
▼とき・・・７月21日伽︑午後

小学校ｏ京阪電気鉄道㈱賞ａ

部小学校︑石山小学校︑木幡

学校賞一校︑学校奨励賞十校

主な受賞者は次の皆さんで

３時半ト４時▼ところ・：東宇

10日脚ｏ午前９時〜午後10時
＝ｉ人︑１万円︵昼・夕食付き︶
治図書館▼対象・：子供か旱︿

︒︵敬称略︶

す︒

西小倉小学校ｏ㈲京都府観光

ｏ午後３時〜午後10時＝10人︑

連盟賞︱寺田南小学校

人まで▼内容・：素話▼問い合

▼朝日新聞社賞：山本歩

わせ・・・同館︵き32・2232︶

■個人の部︿推薦﹀

︻入賞作品の展示一

いよいよ夏休み︒

■団体の部

階市民ホール︒なお︑推薦作

5000円︵夕食付き︶▼内容
奨励賞︑特選︑推薦作品を

へ︒参加は無料︑直屋蕩へ︒

茉衣︵宏居︶︑小谷恵美子

次のとおり展示し康す︒

︵大開小︶▼宇治市長賞・：森井

︵宇治田原小︶︑新谷麻由美

側ぶ月５鳳Ｔ幼児︑小学

中央図書館では︑暑い夏を

児童書テーマ別展示
小︶︑井上竜由︵南部小︶︑麻生

１年Ａ年︑奨励賞ｏ８月７

▼とき・内容・・・○７月26日

美鈴︵石山小︶︑川井裕之︵西

年○８月20日面〜31日㈹＝中

日出〜18E困＝小学４年〜６

︵寺田西小︶︑久乗大輔︵菟道

小倉小︶︑藤山佳代︵東宇治忠

がありました︒審査の結果︑

品は期間中ずっと展示１

涼しぐ過ごしてシ后ｙと︑
田中温子︵宇治中︶︑鈴木牧

第四十三回宇治川写隼ぶ

▼学校賞・朝日新聞社賞・・・

催しています︒ぜひ来館凭
東宇治中学校▼学校奨励賞・：

示す︒

個人の部で推薦十一点︑特選

朝日新聞社賞
山本 歩さんの作品

ーツ

﹁選挙のあゆみ﹂か希望の人に

み﹂を発行しました︒

子供のための福祉制度

二百十九点︑入選千百四十八

400枚入り１箱
ティッシュ
ペーノi− (ｸﾘﾈﾂｸｽ･ｽｺﾂﾃｲ)

▲カナダの大自然の中で…

ご利用ください

には︑幼児︑小・中学生から

入賞作決まる

一万三千八百三十四点の応募

第43回宇治川写生大会

品
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