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ターミナル中心に町づくり
地域市民センターの設置も
市ではこのほど︑宇治地域と広野町地域の整備計画案をまとめました︒呼

治地域は市の中央玄関として︑広野町地域は市の南の玄関口に位置付け︑町
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づくり案が作成されています︒地域整備計画は︑市域を十二地域に分けて︑
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地域ごとに七十年を展望して策定していくもので︑今回で六地域分の計画案
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がまとまりました︒このうち笠取地域分が策定を完了︒残りの地域について
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地区公民館および図書館分館
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的にも顕在化したと言うこ

茶師仲ヶ問を伝える史料

とができぷフ︒
ところで︑その名称の使

師各家は︑それぞれの呼称
といラ最も重要な役割を担

宇治茶師三仲ヶ間︵その二︶

に誇り夕石ち︑祖先の功績
うのである︒

あった空き地の所有者に対し

伸びざかりの今︑自主的な草

喜んだ家康は︑その九人

うことになったのである︒
元禄年間になると︑この

と宇治茶の伝統の維持に努
めていたのである︒

て︑草刈り忿賢酒空き地の

刈りにご協力をお願いします︒

夏をむかλ︑生活環境を快適にするた
め︑雑草の刈り取りや大掃除などをしま

適正な管理について指導か仔

一平方μ当り四十円で市に草

なお︑人手不足などで所有

っています︒

また︑折での空き地の雑草

刈りか委託することができま

日間はｙに遅れていた小・中学

校のプールの掃除が︑﹁赤痢

終息宣言﹂の出された六月二

十四日から始められました︒

宇治小学校では︑六年生全

員が水着の上に体操服奎そ

まず︑プールの底にたまった

石を拾い︑そのあとクレンザ

ーか蛋いて︑ブラシやタワシ

で一年間のアカをこすひ落と

していました︒︵写真︶

プールの使用は︑早い学校

生かして使おう不用品

ム
但
で困った場合は︑環境保全課

17日（日）
火・金曜日の収集地区

−

しよう︒空さ地の雑草は︑害虫の繁殖場

これは︑いわゆる遜刈り
条例 に稀つくもので︑昨年

7月10日（日）
月・木曜日の収集地区

赤痢の発生で︑昨年より五

大掃除の日程

で三十日から始まっています︒

24日剛 水・土曜日の収集地区

夏の大掃除

待望のプール掃除

不用品情報センター

おのずからそこには︑伝統

すみよい環境をつくりましょう（南陵町で）

所となったり︑ごみの不法投棄を招さま
す︒また︑大掃除は家中を清潔にし︑伝
梁病を予防します︒

度の指導件数は一エ︿十九件
にものぽっています︒

対象地域

月日

的家格とでも言うべきラン

したがって御物・御袋・

（その10Ｄ）

空き地の雑草刈り取りを

快適に

クの存在が生じていた︒

夏の生活環境を
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1日から社会を明るくする運動

いたします︒
︵宇治市襲器明るくする

た家庭の少年や低年齢の少年
による非行が増えてい未了︒
運動実施委員会︶

第三十三回﹁拡怒面るく
する運動﹂が七月一日から行
また万引や︑家庭・学校での

から守ろう

青少年を非行

暴力事件︑覚せい剤やシンナ
ーなどの薬物乱用事件の増加

ぞれの立場で力兌Ｂせ︑犯

など乖丿ます複雑・多様化し

われます︒この運動は︑それ

罪のない明るい社会を築こう

をすすめるため︑街頭啓発活

動実施委員会では︑この運動

り︑青少年の問題行動は低年

境は悪化の一途をたどってお

今日︑青少年をとりまく環

3日に講演会も

動や小・中学生から標語を募

市では︑青少年問題か組点

齢化と集団化してきています︒

宇治市社会忿明るくする運

ています︒

とずる全国的な運動です︒
今年度の重点目標は︑﹁地

少年非行は依然として増え

行防止と更生の援助﹂です︒

集することにしています︒市

域活動の推進による少年の非

ており︑数的には戦後最高と

民の皆さんのご協力をお願い

そこで︑﹁青少年を非行か

一環として︑講演会を開きま

ら守る全国強調月間﹂事業の

すので多数ご参加ください︒
▼とき・＝7月3日面︑午後
1時半から▼ところ・：宇治労
働セツルメント▼テーマ・・・少
年非行の現場から▼講師⁝青
少年育成アドバイザー・青木
信夫さん︒

宇治市観光
センターで

この展覧会で
は︑宇治で見ら
れる烏の種類や
その生態を紹介

な戸についても説明してい

ングや自然保護

午前9時〜午後5時▼とこ

バードウォッチ

するとともに︑

め旧巨椋池跡の干拓田や炭

宇治には︑宇治川をはじ

山・笠取など豊かな自然が

▼とき・・・7月10日旧︑午前

ジａギングのつどい

太陽が丘の催し

階展示場︒︵商工観光課︶

ろ⁝宇治市観光センター・一二
▼とき・：7月10日旧まで︑

ます︒

種類の多いところです︒

残されおり︑府下でも烏の

犬・猫の引き取り
▼7月12日脚︑木幡公民分
館＝午前10時40分︑小倉公民

係ある対象を取材したもの︒

するまでの期間中︑選挙に関

健所ａ午前Ｈ時20分︒

会堂＝午前Ｈ時10分︑宇治保

ングの正しい走法︑補強運動

丘第二競技場▼内容・：ランニ

9時恚⁝一時▼ところ：太陽が

57年度版発売中

ただし︑特定の政党及び候補

館＝午前10時50分︑旦椋公

て︑﹁地域ぐ

者に有利・不利な条件を与え

みんなのスポーツデー

昌制・年間千円︵会員募集︶︒

タイム計測など▼参加料・：会

昭和五十七年度中の宏吊

るものは除く▼作品：永ガカ

︵保健衛生課︶

るみの牛顎指

の動きを数字で表わした﹁57

母と子の水泳教室

年度版宇治市統計書﹂を一冊

公示前から投票・開票の終了

お知らせ

︵青少年対策室︶

展

導﹂に取り組

宇治市統計書

鳥

んでいまず︒

を得るなどし

さんのご協力

少年補導委員

なっています︒内容的には両

（小介町の北川恵一さんの作品）

親がぞろい経済的にも安定し

う立ち直り

皿−ｌ−

ジュニア天文教室︵2︶

○宇治市公民館…宇治里尻71の

9（ＳＲ2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑

34の7（ａｃ8290）
○宇治市小倉公民館…小介町寺

内91（豊治4687）

事前説明会か七月十九日脚

民館へ︒

午後七時から︑小倉公民館で
参加者とその保護者を対象に
開孝ます︒

キャンプ教室

ファミリー

▼とき・・・7月23Ｅ出︑午前

▼とき・・・7月25日側〜8月
7日面︑午前10時〜正午▼と

カナタイプ講習

ころ・：黄聚公園プール▼資格

子″に石さんか保育します︒定

盲人協会では︑視力障害者

・：小学校2年生以上の健康な

貝は15人︵先着順︶です︒お

を対象にした対面朗読やカナ

クルと共催で講演会を開催︒

タイプライター講習会の希望

は︑幼児家庭教育など三サー

治市公民館へ電話か来館して︒

料・：五千円▼申し込み：上林

ものです︒希望者は︑社会福

所▼主催・：宇治市水泳連盟︒

77︶︑体育協会黄柴公園事務

やつ代五十円▼申し込み⁝宇

保育希望の人は同時に申し込

▼とき・・・7月8日倒︑午前
10時Ｉ正午ｙところ・：宇治市
公民館▼講師・・・元公民館保母

対面朗読は︑ボランテ︒47

祉協議会︵ａ⑩5650︑5

書店︵宇治橋通り︑豊⑩37

プ参加費千五百円︑陶芸教材

654︶へ︒︵社会福祉協議会︶

が新聞や雑誌などを代読する

子ども▼定員・：500人▼受講

み侃

者を募集しています︒
小坂恵美子さん▼テーマ・＝子
育てと婦人の学習▼保育・：お
自1Ｓ−

青少年夏の集い
費三百円▼申し込み⁝木幡公

︵市民体育課︶

民館へ参加費︑教材費Ｗ ！＜
て直接来館して申し込み穴

開町
古澤祐一ちゃん

この欄に掲載するお子さん（57
年7月生まれ）を募集しています。
文書広報課へご連絡ください。

夏休みを友だちと一緒に︑

館▼対象・・・市

っかり歩けます。

9時半〜24日間︑午後4時半

有意義に過ごしてみませんか︒
▼日時と内
容⁝下表▼と
ころ・：炭山キ
ャンプセンタ

百円▼申し込み・・・参加費夕モ

内在住の小学

青少年夏の集いの日程

▼ところ⁝炭山キャンプセン
ターｙ対象⁝市内在住の家族
孚芸涅小学生以上︶ｙ定
員・：15組︵先着順︶▼内容・・・
クラフト︑キャンプファイヤ
ーヽ野外ゲームなど▼参加費

えて︑直接宇治市公民館へ

校5年生から

ーと木幡公民

▼事前打支おせ今：7月18

祐一ちゃんは、小柄だけど元気
でマメ。お外が大好きで、もうし

自

中学生︑高校

8月4日（木）
陶芸実Ｓ（2）
4 午ａＩ時半−4時

Ｉ

生︑及び青年

陶芸家

7月28日（木）
陶芸実習（1）
3 午ｉｔｌ時半〜4時
ペン立て作り

Ｉ

▼定員・・・30人

キャンプ
7月23日（土）
午前9時半Ｓ（炭山キャンプ

Ｉ

︵先着順︶▼

月日

ｊ
内容
指鼻
／フ
7削9日（火）
公民館職貝
1 午後7時〜9時 キャンプ説明会（保，重者同作）

Ｉ

日囲︑午後7時から︒

・・大人千八百円︑子ども千五

唐僑保≪さん

￡ている家庭の子

2︶へ︒︵交通労政課︶

中央ビル6階︑≪075341600

下京区寺町五条上ル西橋詰町

故対策センター︵〒600京都府

猶予▼申し込み⁝自動車事

どへの進学者は卒業まで返還

返腐ただし︑高校・大学な

還⁝無利子で20年以内の分割

入学支度金・：三万三千円▼返

額上万四千円︑小・中学校

・・・一時金＝十二万三千円︑月

業までの遺児など▼貸付金額

▼対象・：Ｏ歳から中学校卒

し付け制度です︒

μ石たちのための育成資金貸

害に苦し

夕戻われたり︑重度の後造障

自動車事故で一家の働き手

資金貸付制度

交通遺児育成

︵市民体育課︶

課︵〒611広野町八軒ＭＩ︶へ︒

がきで山城総合運動公園業務

両催しとも申し込みは︑は

福祉医療

受給者の

みなさんへ

福祉医療受給者証をお持

ちの人は︑骨折やねんざな

どの場合は︑柔道整復師の

施術も受けられます︒また︑

います︒今回︑特殊尿器と

火災警報器︑自動消火器が

追加されました︒ご利用く

▼問い合わせ・手続き・：

ださい︒

︵福祉課︶

福祉課障害福祉係︵豊⑩3

障害児福祉協会

141︶へ︒

サージ師の施術も受けられ

医師の同意があれば︑マッ

長期キャンプ

月10日困︵各種目によって

▼期間・・・7月23日出〜8

や行います︒

ことを目的に長期キャンプ

﹁共に生きる﹂精神夕菰う

ちが共同生活を営む中で︑

たちと︑もたない子芦石た

心身に障害をもっ子μも

参加者を募集

ます︒

ただし︑柔道整復師やマ

″サージ師の施術を受ける

ときは︑受給者証と保険証

の他に︑印鑑が必要になり

康司忘れずにお持ちにな

なお︑七十歳以上などの

り窓口に提出してください︒

老人保健法の対象者は︑健

康手帳と保険証︑そして印

鑑を持参してください︒

12︑昔075−414−1301︶

へ︒︵福祉課︶

︵7月分︶

南小介小学校

北小介小︷ ｊ校

駐車場所

4・06・0︱・Ｏ〜︱・0

駐車時間

北小倉

Ｏ・0140︱・Ｏ〜︱・3

地区

5日輿

南小倉

旦椋公会堂

緑ヶ原児童公園

7日俐

4・6・01・00〜1・0

13二ー 14一50

西大久保

Ｏ・ーー・0︱・00︱・0

緑ヶ原

大久保

5ーＯ〜6・01・11・1

ユニチカ蔭山社宅

函落介12ＳＳ：＾−八木かレー．ー

13ー30114⁚
西
2
大
0
久保小学校
平盛小学校

平盛
槙鳥

遊∞
田三角公園
14⁚00〜16⁚
Ｏ・〜Ｏ・0Ｉ・001・3 茶研登り口

4・06・01・411・0

蔭山

14日俐 遊田
白川

大久保小学校

伊勢田仲杜

開公民分館前

Ｈ⁚00〜Ｈ⁚40 池なら商店向かい側

14⁚00〜15⁚Ｍ一

奥広野入口

4・6・0︱・聞﹈ーー・0

0をｌａｏ︱・聞一〜︱・2

城南荘児童公園

4・4・0Ｉ・∞ーー・5

5・Ｏ〜6・0︱・11・︱

7月は︑毎週月曜日と︑31日剛です︒

︿図書室休室日﹀

神明

21ｔｎｇ
奥広野

広野

19ｍｇ 開
20日南伊勢田

野神

15ｍｌ

13ｍＳ

12日輿

8日吻

日

そよかぜ号巡回日程

移動図書館

︵選挙管理委員命一︶
第23回 ジュニア教室キャンプ
︵市民体育課︶
二人一区分︑大人三百円︑
市小
で倉
は公
︑民
重館
度へ
身ｍ
体障害者
の星座や月・惑星のことなどかヲラネタリウムタ見ながら学んでみませんか︒▼とき⁝7月16日出︑午後7時〜9時▼会場・・・小倉公民館他▼テーマ・：夏の星座と月︑惑星の観望▼講師・・・明星天文館長・江上賢三さん▼持ち物・・・筆記用具︑懐中電灯▼定員・・・親子50組︵先着順︶︑子どもは小学校4年生以上が対象▼申し込み・・・
話か︑来館して︒
子供百五十円︒
に日常生活用具を給付して
み⁝参加費奮荼八て︑小倉公
みませんか︒宇治市公民館で
母さんが学習中︑2歳以上の
対面朗読や
水泳学園の募集

期間を設定︶▼場所・：丹後
︵社会課︶
千円で発売中︒企画課まで︒
ラープリント︑四︒切以上で
▼と亭：7月16日出︑午前
また︑教育委
▼とき⁝7月12日的〜15日
方面▼指導者・：同志社大学
未発表のもの▼締め切り⁝7
倒︑午後3時〜5時▼ところ
9時半〜正午と午後1時半〜
員会では︑青
参
院
選
フ
ォ
ト
教授大塚達雄さん他▼締め
月30日▼送り先⁝〒102東京都
・：黄緊公園プール▼対象・定
4時の二回▼ところ・：膝王競
少年の健全育
コンテスト
重度障害者
切り・：7月11日▼問い＜ｉａｃ
千代田区平河町21413麹
員・：にと子︵小学校1年生以
技場︑テニスコート▼内容・：
成にも力聚︿
日常生活用具
せ⁝京都障害児福祉協会
町会館内︑囮明るい選挙推進
スポーツ相談︑体力・運動能
占30組▼参加料・・・無料▼申
れてい未了︒
▼テーマ⁝第13回参院選の
を追加
山間のキャンプ場で︑テントタ張り︑クラフトや食事作り︑夜にはキャンプファイヤーを友だちと楽しみませんか︒▼日程・・・7月23日出〜24日面▼ところ・：宇治協
市会
炭フ
山ォ
キト
ャコ
ンン
プテ
セス
ント
タ係
ー︒
▼対象・・・小学校
5み・
年ぶ生
中
生課▼
先測
着定
順︑
︶テ
▼ニ
参ス
加な
費ど
・▼
・参
・加
一料
人千五百円▼指導・・・宇治市野外活動サークル会員▼申し込︵京都市北区紫野下若草町
し込
・6
・・
話︑
で市
民学
体育
へ定
︒ 員・：50人︵力

太陽をいっぱい浴びて育つひまわ
りは子供たちの成長に通じる花。

−

費用・・：キャン

センター） 宇冶市野外
クラフト作り・自然サークル会ｕ
7月2Ｊ日（日）
観察その他
午後4時半

2

家庭教育講演会

子育ての時期か婦人として
ど梁害ていくか︑学習して
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宇
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●結婚相談（川東集会所13
時〜15時）

−

とき7月6日（水）・20日（水）
午前9時〜午後4時ところ宇治市宇治若森
−

3⑨

京都府宇治地方振興局内容●交通事故の法律問題
ー

●
4ｔ月）

5勾

ｉ＞配ごと相談（総合福祉会館13時〜15時）
●示談のしかた●賠償額の算定●訴訟、調停
幼児相談（保健医療セン
のしかた●自賠責保険などの利用、臍求のし
ター13時半〜14時半）
一
かた他。
お問い合わせ宇治ｉｔｓ方振興局
≪ａ297Ｏ
−

17⑧
●心配ごと相談m．合福祉会館13時〜15時）
18（月）
乳児相談（保健医療センター9時半〜11時）

19幻
20俐

精神薄弱者相談（総合福祉会館13時〜16時）
●法律相談（総合福祉会館13時半〜15時牛）

21俐 ●高齢者無料職業相談（総合福祉会館10時〜15時）
行政相談（市役所市民相談室10時〜16時）
22i） 血圧相談・（広野公民分館9時半〜11時）

6團
7俐

●

７月分

2田

交通事故巡回相談所

相談カレンダー

1吻

1983年（昭和58年）7月1日発行（4）

23出 ●結婚相談（川束集会所13時〜15時）

●法律相談（総合福祉会館13時牛〜15時半）
人権相談（市民会館1Ｏ時〜15時）

24⑨

8｛ｉ 血圧相談（小倉公民館9時半〜11時）

Ｓｉｔ』四皿山／ｊｇＡ圭〜●

● L 日こ−c惘畝t柘曾福仕
25（月）
会館13時〜15時）

9（±）
●結婚相談（川来集会所13時〜15時）

26陶

ください。総合福祉会館（市役所
消費生活相談（商工観光
課10時〜15時）
青少年相談（市民会館13
時〜16時）

10⑧

●結婚相談（川束集会所13

（電話番号はお間違いのないように．／）

□このほか︑市政相談・1般生活相談は市役

血圧相談（木幡公民館9

−
日曜・祝日除く毎日午前9時〜午後6時に受け付け。

所市民相談室で︑消費苦情相談は商工観光

など
宇治こころの電話
0774−24−0800

15（ｉ時半〜11時）
16出

お気軽にご相談を。

課で︑教育相談は教育委艮会で︑日曜日を

●法律相談（総合福祉会館
14困 13時半〜15時半）

青少年問題の悩み

除く毎日受付家庭児童相談は月Ｉ金曜日

13困

移動消費生活相談（西木
幡集会所10時〜15時）

の10時〜16時に総奏福祉会館三階の家庭児

●年金相談（総合福祉会館
10時〜12時）

童相談室︵さ⑩8698︶で︑また︑高齢

12幻

者職業相談は毎週火・金曜日の9時〜16時Ｉ
に総合福祉会館二階の老人福祉センターで

職業紹介︵無料︶を行います︒

●心配ごと相談（総合福祉会館13時〜15時）
Ｉｌｌ月）
乳児相談（保健医療センター9時半〜ｎ時）

から︶
すみよい環境をつくりましょう︵宇治市民憲章

市役所清掃課
TEL223141番

●法律相談（総合福祉会館
13時半〜15時半）
移動市民相談（緑ヶ原集
会所13時半〜16時）

29｛i
30出

●結婚相談（川束集会所13
時〜15時）

31⑨
8月
1㈲

時〜15ｌｌｆ）

もえないゴ

27俐
2俐

社会福祉協議会の相談（●印）
1人で悩まず，ぉ気軽にご相談

●心配ごと相談（総合福祉

から南へ200に）で相談を受けてい
ます。（社会福祉協議会＝総合福
祉会館内S＠5650）
● C−配ごと相談（民生児童委貝）
よろず相談全般。毎週月曜日．
総合福祉会館で。
●法律相談（弁護士）
法律問題全般。総合福祉会館で。
●結婚相談（専任相談員）
登録・紹介。
●高齢者無料職業相談（京都府社
協・相談所員）
高齢者の求人・求職など。
●年金相談（社会保険労務士）
キ金全般。
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し尿収集

城南衛生管理組合
八幡市八幡沢ＴＥＬ075−631−5171〜3

安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒．新中

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
122軍ｍ、丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）
Ｚ23福Ｐｉ（国鉄以東）、折坂（国鉄以東）、平野、一番割、二番ＳｉＪ、三番割一部
7／118開町（国道筋）広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派
425酉浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）、南端（国鉄以東）
526芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ）、巾村（さつ含ヶｎ−）
出所前から近鉄踏切までの府道筋）大久保町（田原、日椋、平盛、井ノ尻南ノロー部）
627南山（Ｂ）、金草原
宇治（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）219羽拍子町（国道筋）
728南山畑、北山畑、大Ｓｌ戸（国鉄以東）、中村（国鉄以東）東巾（国鉄以東）．北畠一部
829北畠、桧尾、平尾、須留
930花揃、赤塚．陣ノ内（国鉄以東）、御園，御蔵山、畑山田、北Ｍｍ、正中（国鉄以東）、町並一部
伊勢田町（北山．大谷、若林、井尻、中山、毛語）
118／1北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山令域
小倉町（南浦、山際．京銀前から南京信前までの市
正中（国鉄以西）、西中一部、東中（国鉄以西）、陣ノ．内（国鉄以西）、河原、徳永、柿ノ木町、128／2一丁目、札ノ辻町

ミ収集日程

ノ荒、ウトロ、南山）

表

420道筋以南の西浦）伊勢田町（遊田、砂田）

日程表

138／3内畑、西中、中村（国鉄以西）、大瀬戸（国鉄以西）、壇ノ東、西浦、熊小路、南端（国鉄以西）
14大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部
小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前521までの市道筋以北の西浦）
18笠取
18寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添、谷前、西浦一部、梅林官有地、大林一部
伊勢田町（南遊田）
19西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部
棋島町（全域）622小倉町（近鉄以東の新田島）
20福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、ト村、大八木島
21車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
宇洽（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）
木幡（平尾．須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ
白川・志津川・菟ｉｔ・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
725内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山畑、国鉄以東の正中・東中）
425田原、井ノ尻、旦椋．半盛、南ノロ
西大久保府営住宅（33〜43棟）

六地蔵（全域）木幡（河原．北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
826中村、南山畑．南山、南端、国鉄以西の正中・東中）
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）

526北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保．南ノロー部、西裏、寺山（国鉄以西）．寺山（翠光固団恥）
627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）
728東畏、一里山、桐生谷、開町、石塚（心華寺通り以東）宮北一部
829小根尾、大開一部、尖山一部、宮東、宮西宮北

木幡（熊小路）五ケ庄（雲雀島、谷前、西田ミ古川、北ノ庄．西河

93Ｏ賢岫冷高閣忽然循鋒蹄箭ｋｉＪｌｌ、若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、
原、壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、西1127浦、新開、平野、折坂、福角、−・二・三番
Ｕ8／1下居、差法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川
128／2蓮華、乙な、東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸、山本、荒棋、田中、大垣内、妙見、志津川
割、国鉄以西の芝ノ東）蒐道（平町）

138／3森本（国鉄以東■）．段ノ上．藪里．東西隼上りヽ東中．西中ヽ河原ヽ門前ヽ只川ヽ中筋ヽ池山、谷下り（国鉄以東）出口（国鉄以
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田．一里塚、戸ノ内、京大宿舎）
小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
122雨ＳＳ池大和、田中）、堀池

冤道（平町を除く全域）1228明星町（全域）
志津川（全域）宇洽（山本、乙方、東内、又振、山田）

ゴミ減量に

ご協力ください
宇洽（里尻、小桜、宇文字．壱番、妙楽、蓮華、塔川、善法、東山、下居、琵琶、野神、弐番、
卜・ゴミの水切りを完全に。
1329池森、米阪、．矢落、若森．国鉄以南の天神）白川（全域）
Ｓ・・燃え弓ゴミの中にガラスや空カ
折居台（全域）
小倉町（奥畑）南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）1430神明（全域）

ンを入れないでください。
●・新聞や雑誌類はゴミとして出さ
ずに、町内会などでまとめて古
紙回収へ。（清掃課）

宇治（蛇塚．大谷．野神一部）琵琶台（全域）
広，野町（小ｍｍ．．一都＼
し尿収集の届出を
開町（国道筋を除く全域）158／1広野町（小根尾、大開、尖山、宮谷、中島、丸山）
家族や同居人に増減があったり
西大久保府営住宅（1〜2ｏ棟
転出転居、浄化槽設渚｜などでし尿
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、国道筋を除
収集届出に異動があったときは、
く西裏・茶屋裏）168／2大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山．
市役所清掃課へ届出てください。
久保）西大久保府営住宅（21〜32棟）

（城南衛生管理組合）。

223南遊田ヽ遊田ヽ砂田ヽ南山．ウドヽ毛語−部ヽ中ノ荒ヽ井尻ヽ中ノ田、名木、浮面、安田町全域

2中山（近鉄以東）．大谷ヽ西畑ヽ中畑ヽ春日森ヽ―ノ坪ヽ島前ヽ45大町、大川原、中川原（大川原線以
526巾山（近鉄以西）、毛語若林
627羽拍子町
728蛇塚、弐番（府道以北）、池森、米阪
29北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（国道以西）、8神楽田（山巾含む）
930戸ノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）、里尻（国鉄以北）、小桜
118／1東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
128／2南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
138／3南浦（100〜110、84〜98、30〜33）、大京団地、山際一部
14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、15郡石橋（大川原拉以吏）
18老ノ木、久保、西山（国道以東）薄池

東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、19十一（大川原線以東、国道以東
20寺内、西浦
21南堀池（本通り以北）、南堀池（本通り以南）
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