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バイパスの早期実現も要望

計画に基づき昭和七十年を
骨子として作成しています︒

かわるコミュニテー

そして︑これらと有機的にか

ります︒このほどまとめた小

計画案がまとまったことにな

と合わせて︑これで八地域の

菟道・明星︑椛島町の各地域

内容は次の通りです︒

津川地域の整備計画案の主な

倉町・南陵町抽鸞百川・志

公共施設配置計画では︑中
央部には図書館分館や児童館︑
市役所支所としての機能を含
めた地域市民センターを︑東
部には︑既設の地区公民館を

てい車ｙ︒中央部の生活道路

て︑複合的にコミュニテ″Ｉ

のコミュニティーー施設を含め

域市民センターに隣接する他

宇治方面へのバスルートの新

得るための集会施設を配置︒

域との牛活圏でのつながりを

に︑二尾インター建設予定地

道路の起工式が十月二土八日

ます︒工事内訳は︑市道西笠

資材搬入道路としてつくられ

二百五十メートル︶の工事用

ネル︵二尾・菟道閲︑四千

とです︒工事総延長二土八百

メートルに拡幅・新設するこ

現行幅員三メートル至ハ・五

と︑市道勢ノ谷・尼ケ谷線の

ル全ハ・五メートルへの拡幅

京滋バイパス西笠取工事川

で行われました︒

九千五百万円で︑工事終了は

九十メートル︑工費総額一億

取線の租忖幅員三・五メート

この道路は︑仮称宇治トン

４工事用道路建設のための伐採作業︵二尾で︶

京滋バイパスの計固が︑建

来春の見通しです︒

設省と日本道路公団によって

発表されたのは昭和四土︿年︒

いよいよこれからは︑具体的

な工事が開始され︑京都国体

前年の六十二年末巡蔑の予

り︑交通璽の分散化と沿道土

の拡幅整備を要翼これによ

定です︒

現するために︑まず緑道の配こととしています

昭和六十五年の人口を︑千

百人と想定︒

土地利用計画では︑地域を

三つのゾーンに区分︒西部は

文化財や歴忠的町並みの景観

保全と︑茶業をはじめとした

農業の生啓諒裁備を推進す

る農業振興地区︒東部は︑風

光明美な環境に調和したレク

リエーション地としての機能

白川・志津川地域

の拡大を図り︑第三次生活圏

域との広域的なつながりを図

ることにしています︒さらに︑

多目的な道路となる大津南郷

・宇治線バイパスの新設を要

望ずるとともに︑京滋バイパ

ス工事車両用道路の地域幹線

道路化についても安全性と利

便性を配慮しながら賢亡︑

生活道路として︑宇治・志津

川線のバイパス建設も検討す

公共施設配ほ計画では︑東

ることにしてい米沢

部の自然公園整備の一環とし

て︑展望施設や休乱改場を配

置する一方︑サイクリングセ

ンターなどの誘導を行うこと

また︑西部には宇治茶に関

にしていまず︒

する資料展示をはにゐ︑レク

リエーション施設などを備え

た仮称宇治茶歴史文化センタ

ーを民間資本による建設・運

営で検討することにしていま

公園・緑地計画では︑東部

す︒

部には全市レベルの緑辺を配

置することにしています︒こ

に自然公園か前置︑そして西

の緑道は︑山城総合運動公園

ョン地区︒南部は︑残存する

ある民有林の適正な活用を行

や笠取に配置予定の市民野外

なるものです︒

センターとを結ぶ幹線緑辺と

い︑スポーツーレクリエーシ

林道立場線の幹線道路として

市原白川・寺田線に接続する

道路・交通体系計画では︑

ョン地区としてい未了︒

折居国有林と乱開発の恐れの

施設を配置したレクリエーシ

地利用の促進︑ならびに他地

置を行い︑段階的整備を図る

Ｅコｎヅー。

交通網整備による町づくり
京滋
京奈

111111111111111−自1自︱−1−自ｌ︱︱111111111ＳＩＩｌ111−自各種の住宅地の特性を考慮
した整

︱ＩＩＩｓｓｓＩＩＩＩＩ11︲畢1111111111111111−自11−︱1111111ａｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ−1−111111111111−−1119111111111−−
﹄のほど︑小倉町・南陵町地域と白川・志津川地域の整備計画案を

まとめました︒小倉町・南陵町地域では︑

111111111−︱−11−自︱ｌ1−︱︱1111111ｓＩＩｌ1−111−−︱−−1−−︲ａ︲ｌ

備を進める一方︑市民の森構想の推進などを計画︒
ヨン地域として位置づけ︑景観保全や

ことになっています︒

展望して︑市域か干二地域に
今回の両地域計画案は︑前

す︒

−111111111111111111111111111111111111111−111111111−1111−−︱︲ＩＩＩ︱︲ＩＩｓｌｔｌｌ1−1Ｉ自︱−1−−11−−︲ｅｌｌｅ61111111111−
自然との触れ合いを中心に計画を作成しています︒いずれの計画案も︑今月

分ける第一次生活圏ごとに
回の宇治︑広野町地域に続く

この地域整備計画は︑総合

土地利用計画︑公共施設配置

緑道と市民の森構想

主体とする地域市民センター

整備は︑オープンスペースの

ソーンの形成を図ることにし

小倉町・南陵町地域

確保を含めて︑面的な居住環

ています︒南部には︑神明地

を配置︒そして︑それぞれ地

境整備の方向を見定める中で

昭和六十五年の人口蔵三

土地利用計画では︑地域を

検討︒また︑近鉄小倉駅から
図るとともに︑住宅地に隣接

設や小倉駅への急行停車につ

万三千七百人と想定︒

牛画羅地としての保全整備を

四つのゾーンに区分︒西部は

して市民の森を配置する農業

西部には︑市民の森構想を実

尽ａｉ西部ゾーンｍｍ目︼南部ゾーン
四匹川一中央ゾーン冊四四市民の森

ロ］。Ｓｔゾーこ・

建設着工へ

いて要望ずることとしていま

小倉町・南陵町地域整備計画案

振興地区としています︒
中央部は︑生活道路などの
都市基盤整備やオープンスペ
ースの確保などを課題とする
住宅地区︒東部は︑旧集落の

四回。Ｓ5ソーン

自然公園の配置など

白川・志津川地域整備計画案

京滋バイパス

東部ゾーン○コミュニティーゾーン
考
里尻・大久保線← 々

参

景観保全と︑開発が予想され
る区域内農地の良好な宅地化
を図っていく低・中密度住宅
地区︒南部は︑良好な住宅地
として︑積極的に保全を図っ
ていく低密度住宅地区として

道路・交通体系計画では︑

います︒

国道24号線と各地域幹線道路
の交通量緩和を図るため︑京
Ｅ︑京奈両バイパスの早期実
現を要望︒さらに︑この地域
と棋島・宇治方面との連携を
強化するため︑都市計画道路
宇治・棋島線と里尻・大久保
線の整備を促進することとし
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計画︑住環境整備計画を立案︒

▲西宇治の中心、近鉄小倉駅周辺（撮影58年10月）
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小倉町・南陵町、白川・志津川地域
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（23．6％＞15嗜454万円
23．3％）

職貝1人当り年間平均給与費439万円

※人件費には、職貝給与のほか、特別職（市
長、議貝など）及び非常勤職貝に支払った

※給与費は一般職（特別職を除く）の職貝に

給料報酬などすべての金額が含まれていま

かかる金II（共済費は除く）。その他手当に

す。

は退職手当を含んでいません。

1．4月分0．5月分1．4月分0．5月分

12月期 1．9月分0．6月分1．9月分0．6月分
3月期

0．5月分 −

計

年度

⑦ラスパイレス指数の状況

⑧職員手当の支給状況

〈Ａ〉期末・勤勉手当（ボーナス）の支給割合
（57年度支給割合）
本市
国
区分
期末
勤勉
期末
勤勉

指数

55

120．3

56

120．6

57

117．1

※ラスパイレス指数は
地方公共団体の職貝
構成が国と同一であ
ると仮定した場合に
国の給料額を100と
して求められる数値
です。

0．5月分 −

3．8月分1．1月分3．8月分1．1月分

③平均給料月額と平均年齢の状況
（58年4月1日現在）

市職員給与のあらまし

5938．742万円゛扶助費・公價費

市職員の給与については︑五十六年に内容を公表

（58．3末現在）
投責的経費

32117，6725円

6月期

，99M・・・．−●i・・・．・

156．589人

しましたが︑今回もより広く市民の皆さんに知っ

・姐心

ていただこうと給与のあらましを公表します︒市

倍（25．8％）（27．3％
j．

朧経巡・住民基本台帳人口

職員の給与は︑地方公務員法により定められた給

e65億4，131万円i69億2，956万円

与決定の原則に従って︑議会の議決を経て条例で

……；確説濃塗圖
ｊの他Ｅ人件費

定めています︒

｀………2・．・・：・：・・S・1・：：・：・2：：：・1

決算額に占める
人件費の割合

願J56l｜6，0755R
，289人
ぶ，0乙：5円1

2531§9

︵57年度普通会計決算見込み︶

︵58年度普通会計予算︶

凛塁震
怒贈に

①

②職員給与費の内訳

ｄ難BIゝ

（2）
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一般行政職
区分
平均給料月額 平均年齢
本市

210，400円

34．8歳

国

208，297円

40．l歳

④初任給の状況（58年4月1日現在）

〈Ｂ〉退職手当の支給率
（58年4月1日現在）

／

自己都合

20年

26．9月分

30年

48．666月分 72．02月分

41．25月分 55．935月分

35年

56．582月分 83．72月分

48．125月分 65．2575月分

68．832月分 87．62月分

60．0月分

本市

最高限度額

国
特別希望

本市

自己都合

勧奨

45．1993月分 21．0月分

採用時

29．6625月分

なお、特別希望退職とは5o歳以上のキ齢または、20年以上の勤続年数に

助役
収入役

490，000円
420，000円

議長
副議長
議貝

370，000円
330，000円

報
酬

区分
︵58年4月1日現在︶

6月期

市長
助役

期
末

57支
諮

12月期
3月期

収入役
勤
勉
手
当

300，000円
期末
1．4月分
1．9月分
0．5月分
3．8月分

計
6月期

議長
副議長

57支
諮

0．6月分
−

1．1月分

1．4月分
1．9月分

−

0．5月分
3．8月分

−

12月期
3月期

議貝

勤勉
0．5月分

計

一

−

⑨特別職の報酬等の状況

給料月額等
600，000円

料

大学卒

101，900 円

112，600 円

高校卒

94，700
円

112．600 円

円
85，900

91，500
円

※国の大学卒はー試験区分卜級乙の例を用いていま−i−

譜7

達した職貝を対象とする計画的な人事の刷新のために行う制度です。

市長

2年経過後

137，300 円

⑤一般行政職の経験年数別平均給料月額の状況
（58年4月1日現在）

望退職の限度額か81．9月分となります。

区分

一般
行政職

2年経過後 採用時

112，600 円

65．2575月分

※現在退職手当の支給率の是正期間中であり、59年度には本市欄の特別希

給

国

区分

10年

15年

20年

大学卒

199，700円

241，600円

286，600円

高校卒

172，400円

210，900円

249，500円

⑥一般行政職の等級別職員数の状況
（58年4月1日現在）
区分
職務内容

1等級 2等級
部長

課長

3等級

4等級

5等級 6等級 7等級

主事等
次長級 主幹級 主査級

職貝数
構成比

19人

91人

119人 264人

66人

39人

3人

666人

2．8％ 9．8％ 13．7％17．9％39．6％ 9．9％ 5．9％ 0．4％100．0％

⑩

恥がその毅に示きますとヽた

いそうなもてなしです︒でも

﹁慰が撒ってきたようだ︑冪

呼けな逮くなるとヽ則は狽に

く胆て怜ってくれ﹂と︑か兪

に訃うのです︒ふしぎに股っ

ふるさとむかし話

や浄附をはじめて知けたの

はヽが仙︵か郎駅︶のが瓢争

に砂んでいた猷影というお剔

さんでしたＩガを二鍛︵六四

六︶のことです︒

たlS；Mはヽどうして創にかい

あるｍｍｉｉは︑示俘という

知みををれてヽが秒からや洽

飛とともに耐妙におてヽたい

すると則はヽむかし拗はヽ

そうお公をもうけまし たが︑

撒すのかと砂いてみました︒

匪威のあたりでヽとある祝叫

殷いぶは撒り恋で秘を轍しヽ

耐の石和思ｔへ叙いでいまし

にさしかかると︒おれのなか

そのお飢をべかむめにしたの

ベガ秘と岨鍬︵罵診か︶の

にぺっのシャレ゜ウベ︵粉飾

です mにかてられた秘は

て︑帳しんでいましたが︑逮

柘︶が浄ちています・あわれ

りかかったあなたと道登さま

それからmのおＭに昏まれ

い⁚一に距かせておきました︒

に除けられたというのです︒

に段つた影をはヽそれをlS．M

ご宇
う治
じ奨
1は
しりっぱに
その後︑

刳日はそのご駄逮しをしたの

に撤わせてヽていねいに和の

ャレコウベのことは︑もうす

シャレコウベを撤ったこと

ですと言いました・

出来あがり︑道登も万侶もシ

っかりぶれていました︒

おい
も出
だし
また
ろ万
て侶
らは
か︑
え寺に帰
を思

事を話しました・道登は︑死

葎二恥もヽとうとう謡

んだだでも裂磁しをするのだ

って吝影に︑暇をからのお和

らぬ荊が UMのｎ欧に和

からヽかきている心はだれで

日を迎えました︒その日の夕

てヽ示恥をゆびかしました・

暮れのことです︒一人の見知

おは
と︑
こ道
ど登
うと
と万
ま侶
ろのおかげで︒
男

いよと︒万侶に教えたという

︵歴史資料室︶

もヽだの裂をかれてはいけな

ことです︒

たいへんた
齢ま
しい
いに
毎ち
日お
をく
送って

いるので・新静はそのまむし

男にさそわれるままに︑万

をしたいと昏うのです︒

シヤレコウベの
恩返し

65人

計

／

係長
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一

きたいと語る山代谷章んは︑野山

かになるよ之筰品を退求してゆ

公民館▼内容・：フェルト版画

2時〜4時半▼ところ・・・小倉

・：40人︵先着順︶▼申し込み

年生以上の児童・牛徒▼定員

スポーツひろば

︵社会教育課︶

︿バドミントン・ゲートボー
ル﹀
▼とき・・・員忌日冊︑午前

学校で︒バドミントンはト房一

10時〜正午▼ところ・・・南部小

がいります︒

︵市民体育課︶

参加希望者は直接会場へ︒

第2回青少年団体
指導者養成講座

次代を担ヶ吊戸石たちの豊
かな心と襲屁を育成するた
め︑青少年団体の活性化牽め
ざして指導者養成講座を開き

▼日程・内容⁝左表︑時間

ます︒

会教育課

︵社会教育課︶

︵き⑩1141︶へ︒

◇

観光センターの催し

平等院の隣︑宇治川べりの

観光センターでは︑書展など

の企画展を開催︒散策の折に

はぜひお立ち寄りください︒

第1回書展

〜宇治の夢〜

▼期間・・・Ｈ月Ｈ日倒〜15日

脚︑午前9時から午後5時▼

内容・・・宇治の名所旧跡などを

題材にした観象舎会員の書道
展︒

一日茶道教室

▼とき・・・11月20日面︑第1

回＝午前10時半︑第2回＝正

午︑第3回︱午後1時半︑第

問監おせ・・・観光センタよ≪

百円︵抹茶とお菓子付き︶▼

4回9午後3時▼受講料・・・五
半▼対象・：市内の青少年団体

︵商工観光課︶

⑩ｃｏｃｏ34︶へ︒

青少年対策室職貝

助言者井筒洋造さん

青少年指導と観・地域との連携 助言者笠嶋教瑞さん

青少年指４の研修をどう進めるか
閉講式

を図り︑生きがいづくりに役立
とうとサークル活動の育成に力
を入れています︒
現在︑民謡やフォークダンス︑
日舞を始め書道︑茶道︑華道な
どの十四のサークルで三百八十
五人の会員が活動されています︒
会貝の平均年齢は七十五歳︒
最高年齢はあさぎり句会で八十
七歳のおじいさんが頑張ってお

宇治市老人福祉センターサークル協議
会では︑日ごろ老人福祉センターのサー
クルでお年寄り・が活動されている成果を
発表していただこうと︑第一回老人福祉
センターサークル活動発表会を開きます︒
宇治市老人福祉センターでは︑
センターを拠点としてお年寄りの
相互の親交と趣味︑教養の向上

11月15日から総合福祉会館で

あなたも参加しませんか

開講式青少年団体活動の意義と役割
京都大学教授柴野昌山さん

講師
％㈲

今日の進学指溥の諸問題

城南高校校長西野是夫さん
％卯

問題行動の現状

％㈲

垢叩

％叩

日程

▼申し込み・問忿易せ・・・社

▼定員・・・60人▼参加費・・・無料

の指導者または関心があ今人

はいずれも午後7時半〜9時

小倉公民館へ直接来館で︒

・：材料費二百五十円を添えて

公民館版画サークルの作品）
▼指導・・・宇治市公民館版画サ

宇治百景平等院鐘楼（宇治市

︿8ミリ映画﹀▼作品名・：﹁宇治橋﹂カ木
ラへ
ーの
作転
品写
3・
0彫
分り
︑方
期・
間刷
中り
︑方
随︑
時上映︒

−一

戈嘱託員︒

一一

手づくりの宇治百景の作品

中学校教諭︑馬場徹さん▼対

彫口上げ︶▼指導・：市立木幡

一−

に触れ︑郷土のよさとこれか

象・：市内在住の18歳以上の人
▼定員・：25人︵先着順︶▼持
参品・・・彫刻刀︵三本組み︶︑
筆五本程度︑筆記用具︑水彩
えのぐ︑バレン▼申し込み・・・
木幡公民館へ教材費三百円を

小倉公民館第29回

添えて直接来館で︒

ン酸の分耕一が異なるため︑同じ作

を散策して野草夕採取することと︑

課︵容⑩3141︶へ︒

︵社会教育課︶み・・・Ｕパ25日までに社会教育

当日会場でも受け付け校へ通学中でない人▼申し込

やまぶき学級
コーヒーハウス

仲間と共に楽しいひごとき

▼とき・・・Ｄ一月4日㈲︑午前

夕過ごしましょう︒

品はできない︒そこが苦労する点

内容

村日出男さん︵き⑩2047︶で義務教育を終了し︑養護学

▼とき・：11月26日出︑午後Ｉクル必一員▼対象⁝小学校4

ジュニア教室

−

私たちが住んでいる字治の

らの宇治について考えてみま

版画教室
〜年賀状づくり〜

木幡公民館木版教室

▼とき・：Ｈ月22日Ｓ 28日
囲︑12月5日側︑午後6時半ト
8時半▼ところ・・・木幡公民館
▼内容・：木版︵下絵づぐり︑版

お知らせ
▼とき・・・ｕ月17日閑からｆｆｌ
週木曜日の午前10時か登止午
と︑ｕ月15日脚から毎週火曜
日の午後7時から9時までの

治市総台福坦罷ｙ参加費・：

いずれもａカ月間▼ところ・：

五百円▼対象・：市内在住また

多くの人にエスペラントを理

料・：月額四百円とテキスト代

10時1午後1時▼ところ・・・宇

六百円▼申し込み・問い＜ｉａＧ

宇治市公民館二階和室▼受講

文法︑発音がやさしいので︑

会を開宣子︒

は市内に勤務する心身障害者

そうだ︒

４染め付け作業嘸の山代谷さん

せ・・・宇治エスペラント心一の中

解していただこうと初等講習

宇治エスペラント4一では︑

初等講習会

エスペラント

宇治百景出展作品の内容
すぐに上達できます︒

た︒おそＳｔｖ 洋固家だった父の
存在がこの人の一生を方向つけた
のぢぢ︒幼い頃から絵画になじ
み︑戦前京展に入賞した経験もあ
る︒その後︑絵画から図案研究の
道念経て終戦直後の昭和二十Ｅ年
にヽ広野町に拓まレふｍ工房″

永らぐ住んだ宇治に︑何か地域

を開いて現在に至る︒

振興に役立つもの刄尽ぐしたい︒
そんな思いで茶の葉染め念胞めた
のは︑四年前︒茶の葉染めは茶の
葉から取り出したタンニン酸を発
色剤で化学変化させて染色︒理屈

であるが︑フ″″ションの個性化

時折︑神戸に赴いて新しい流行を

自然に調和し︑着る人が心安ら

ｔｙ同の時代︑それは良さでもある︒

古風な中に︑モダンな磨尹漂わ

吸収することが楽しみだという︒
もあって︑心身障害者共同作業所

︵や毒しろだにたかし章今染

に︑茶の葉染めを指導︒そこで作

民生児竃萎員をされている関係

は簡単だが︑茶の葉によりタンニ

一−

町には︑伝統的な年中行事や

︲Ｓ‰鼻

−一

数多くの史跡︑名所旧跡があ
せんか︒

だし20Ｅは午後4時まで︶▼

分の思い通匯仕上げるのに苦労し
毒了︒一生の課題ですわ﹂と︑熱

染色加工一筋に四十三年︒その

い視線で語る山代谷さん︒

功労を賛えられ︑山代谷旁ぼ本

ｗ

年度の宇治市技能功労者に選ばれ

ｆ・
111111Ｘ÷ ︲〜 7
｀
心
1

2

内91（ａ⑩4687）

−−

ります︒
多数のご来場をお待ちして
います︒入場は無料です︒

例ｙぽ︑茶まっりゃ県祭り︑
花火大会などの行事︑平等院
︿宇治百景展﹀

ところ・・・宇治市公民館三階大

㈲︑午前10時〜午後7時︵た

▼とき・・・Ｕｉ；2ｍｉ−20日

や三室戸寺︑万福寺などの有
名社寺と数えあげればきひが

形のものが︑時の流れと共に

ありません︒それら肴形︑無

変容し︑なかにはその姿を消
＜Ｒ議室▼内容⁝下表︒

2時▼ところふ高市公民館

▼とき・・・Ｕ8日出︑午後

︿講演﹀

してゅくものもあります︒
そこぶ落市公民館では︑

ークル活動などを通じて選ん
▼テー了・お蕃｀道中▼講師

六サークルと共催で公民館サ

だ宇治百景を︑いろいろな形

34の7（豊⑩8290）

⁝宇治市歴史資料室︑若原英

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

で表現した作品展を開きます︒

9（ｔｓ⑩2804）

﹁いやあ︑染め物は伯と柄を自

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

支

師・広野町丸山在住︶

られます︒
あなたもぜひご参加ください︒
ご来場をお待ちしています︒

16日出︑午前10時〜

▼とき・：11月15日固︑

午後4時

館三階集会室ほか

▼ところ・：総合福祉会

画・書道・華道・茶

▼作品展示・：俳句・俳

道︵茶券は二百円で

ンター事務局︑当日

前売りは老人福祉セ

は受付でどうぞ︶

▼演芸活動⁝民謡・謡

線・フォークダンス︒

曲・舞踊・民舞・三昧

毎日の練習にも気合いが…バンパー愛
好会（ｏ月ｉｉ日総合福祉会館で）

○宇治市公民館…宇治里尻71の

11月18日から
第5回宇治市公民館企画展

版画・短歌・和紙豆人形ほか

作品の種頬

〝茶の葉染めに郷土への思い〟

妻
せる人である︒
られた作品は︑宇治茶まっりで展

255

第1回老人福祉セ
ンターサークル活
動発表会

催し物

私たちの宇治百景展
宇治に生きる

やましろ臈纈（ろうけつ）工房主人（染師）

名所・旧跡
木幡・六地蔵・黄槃・三室戸・宇治橋・白川・志
題 史跡
取・小倉・伊勢田・大久保
県祭り、花火大会など
材 年中行事
字治十帖
示したところたちまち売り切れた

青少年団体指導者養成講座日程衷

公民館のお知らせ
山代谷隆さん（63）

1983年（昭和58年）11月11日発行第647号
宇1台ｍ正（だより
（3）

開会・市歌斉唱・あいさつ・準備体操、
日程

11月20日（日）
午前10時〜正午
（雨天中止）
とき

太陽が丘（中，mm、na．＾B）
ところ

太陽が丘→宇治市役所→太陽が丘（約4km）
コース

女子駅伝選手
と一緒に走ろう
るってご参加ください。

市役所連絡所の場所

岩田書店 定休なし
木幡御園（御蔵山商店街）

冷え込みが厳しくなり︑
暖房器具の恋しい季節がや
ってきました︒押し入れに
あったストーブやコタツな
戸矛取り出し︑使用する前
にもう一度︑次のことに気
をつけましょう︒
︵使用する場所は﹀

もののそばでは︑使用し

Ｏカーテンや︑燃えやすい

ない︒
○部屋の出入口なぺ人の
通る場所や︑風のある場
所では使用しない︒

黄梨薬局 定休なし
五ヶ庄芝ノ東（宇治小学校前）

○ストーブの上や︑周囲に

︿使用するときの注意﹀

ない︒

気の悪い場所では使用し

Ｏ換気できない場所や︑換

お︑本籍が宇治市に無い場

日中に直接郵送しまず︒な

て預けてぐださい︒2〜3

料を備え付けの封筒に入れ

記入し︑手数料および郵送

もよりの連絡所で申請書に

▽戸籍騰・抄本︑身元証明書⁝

は翌日になり水子︒

します︒それ以後の申請分

後4時までに連絡所へ配達

での申請分は︑その日の午

話で申請欠午前Ｈ時半ま

▽住民票の写し⁝市民課へ電

︿利用のしかた﹀

でご注意ください︒

琴糸それぞれ異なりますの

住民票など電話申請で
市では︑八ヵ所の商店のご

｀

荒木書店 日曜日
広野町茶屋裏（近鉄大久保駅前）

羽拍子町（大開マーケット東側）

一−ＩＩＩ−−︱−−11111111111119111111111111111自11自1

一

火をつけたままの給油はとても危険

協力を得て連絡所か設けてい

暖房器具の点検を

松下時計店水曜日

④

ます︒この連絡所では︑次の

小山瑞泉堂
定休なし
伊勢田町遊田（西宇治高校西側）

ものか取り扱っていまず︒手

金曜日
小倉町西浦（近鉄小倉駅前）
カメラのうさぎ堂

市役所連絡所
木幡内畑（京阪木幡駅西50ｍ）
ジンノ書店日曜日

くらしと防災

あたりや 金曜日
棋島町南落合（12の通り）

ご利用ください
設置店名 休業日
設置場所

1983年（昭和58年）11月11日発行（4）
宇1台ｒｆＪＪ改だより
第647号

ジョギングコース
案内

「はばたく京都のスポーツ推進大会」協賛参加

宇治市民ジョギング大会

「はばたく京都のスポーツ推進大会」事業
63年京都国体の成功を期して開かれる

ング大会を行います。ふ

として、宇治市民ジョギ

ジョギング出発（川時）、閉会

主催／宇治市・宇治市教育委員会・第43回国民体育大会宇治市準備委員会主唱／京

都府・京都府教育委員会・第43回国民体育大会京都府準備委員会・糾京都府体育協

会後援／宇治市体育指導委員会・輔宇治市体育協会・宇治市体育振興会連合会

−−−・●

・

▲市役所連絡所（羽拍子町）
−−−−●

−●

・

ださい︒

絡所へ受け取りに行ってぐ

郵送を希華しない人は︑運

・11月16日困1小倉小学校

・11月15Ｒ㈹ふ否ショ″プ

・11月14日側︱東宇治中学校

︿検査日程と会場﹀

4ａｅ＼ください︒

発行する妊娠届出書に記入

▽母子健康手幔・・・医師などの

お問毀Ｂせは市民課︵酋

・Ｈ月17旦Ｔ大久保小学校

3日中に直接郵送し康ｙ︒

のうえ︑匂よりの連絡所で

⑩Ｏ〜Ｏ︑⑩3141内線

合は交付できません︒

備え付けの封筒に︑郵送料

281︶まで︒ ︵市民課︶

望ずる日か選んで︑材料費を

助1手︒

管理する街灯の電気料金夕禰

市では︑町内会や自治会が

街頭料金の補助

3時まで︒︵商工観光課︶

いずれも午前10時から午後

市役所

・11ａ忖向︑22ｒａＳ＝宇治

センター

︵二百四十円︶とともに入

美智子吸ん▼材料費・：千五百

ト▼講師・：料理研究家︑星野

ところ・・・宇治労働セツルメン

れて預けでぐださい︒2〜

お知らせ

円▼定員・・・各36人︵先着順︶

添えて宇治労働セツルメント

けい光灯20ｗの定額料金一ヵ

▼申し込み・：2日間のうち希

宇治久世医師会と府糖尿病

︵宇治里尻︑市民会館一階豊

月分︵244円︶×12ヵ月×3分

糖尿病のつどい

協会では︑糖尿病の人やその

02315︶へ︒電話での申

府立医科大学助教授・福井厳

ト▼講師・・・日本和装総合学院

ところ・：宇治労働セツルメン

出︑いずれも午後1時から▼

市整備失対事業課へ︒

で︑十一月三十日までに︑都

申請書をお送9していますの

すでに︑各町内会長さんに

は②のどちらか低い方です︒

ヵ月×3分の1の内︑①また

のＩ︑②拍符分電気料金ｘ19一

補助する額は︑①街灯数×

家族などを対象に︑ことしも

し込みはできません︒

和装着付け教室

︵交通労政課︶

糖尿病のつどいを開き毒ｙ︒

▼とき・：Ｈ月19日出︑正午

〜午後4時▼ところ・：宇治市

保健医療センター▼講演・：

さん▼催し・：検尿︒血圧測定︑

竿治分校長︑斉藤喜美技さん

▼とき・・・12月7日唄8日

糖尿病の人のための正月料理

﹁糖尿病の話と療養の指導﹂

展示︑80カロリーのおやつの

各40人︵先着順︶▼申し込み

ほか▼受講料⁝無料▼定員・・・

▼とき・・・11月27日㈲︑午前

京都大会

近畿美化キャンペーン

︵都市整備失対事業課︶

試食︑食事指導など▼入場⁝

選んで︑宇治労働セツルメン

・・・2日間のうち希撃葛日を

無料︒︵保健予防課︶

お正月料理教室

﹀①▼
場と
所き
は・
危・
険・
で1
は2
な月
い2
か日
︒吻
②︑
器3
具日
は安全かト
︒へ
︒︒
③︵
使交
い通
方労
は政
正課
し︶
いか︒④あと始末は完9
全時
か︷
︒Ｔ
︵▼
消と
防こ
本ろ
部・
︶・・府立宇治

開章栄ｙ︒住民の皆さんは傍

定するため︑笙ハ回協議会を

広野町の地域整備氾豪儀

先に行った標語募集の入賞者

午前11時15分から正午まで︑

塔の島のコースでｏ式典・：

り←京阪宇治駅前←朝霧橋←

クリーン宇治運動推進協議

の表彰︑記念植樹など︒

会では︑秋の一斉美化清掃日

作業を実施︒︵商工観光課︶

か将蒔まで市内各所刄夭化

の事業として︑当日午前9時

市政だより十一月一日号の四面︑﹁相談カレンダー﹂の中で︑心配ごと

訂正

11月4日から

役所商工観光課まで︑お問い

持参ください︒詳しぐは︑市

検査には︑手数料と印鑑をご

必ず検査を受けてぐださい︒

けないと使用で呈安んので

業務用はかりは︑検査を受

行います︒

使用するはかりの定期検査を

府計量検定所では︑業務に

はかりの定期検査

会所︒︵企画課︶

7時半から▼ところ・：広野集

▼とき・・11月16日困︑午後

聴で全手﹈︒

︿
出防
︑火
いの
ず四
れチ
もェ
午ッ
後ク
1時から▼
公園▼内容⁝ｏパレード＝午
地域整備計画
前10時半から︑府警音楽隊を
防火の四チェックを実践しましょう︒
策定協議会
は︑燃えやすいものを置かない︒○火がついたまま持ち運びをしない︒○使用中は︑と先
有頭
乙に
き国
部鉄
屋宇
の治
換駅
気←
を宇
行治
う橋
︒通
○正常に燃焼していることを確認する︒Ｏ外出
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