ルが設備されてい康ｙ︒福祉

着実に進むあすの町づくり
二九八三年も残ぴわずか︒

グの回禄示板も民間事業所

の建物としてのシンボルフー

は八月に着工し︑来年十月と

ンター建設は七月︑斎場建設

な教訓を得ました︒

に全市忿心げて取り組み貴重

市民の皆さんのご協力をもと

た五月︑六月の赤痢禍では︑

そして︑多くの患者を出し

られるぷ＾＾になりました︒

の協力を得て︑市内各所で見

宇治市のこの一年︑振り返っ

とがありました︒

てみますといろいろな出来ご

あすの宇治市の芸參桑く

三月の完成牽のざして工事が

重点事業のうち︑市民文化セ

進められています︒また︑こ

発塔を設置︒十月には︑国体

63年京都国体へ向けては︑
四月に国鉄宇治駅前に国体啓

の一年住みよい町つくりをと︑
京阪三室戸駅前や近鉄大久保

宇治市準備委員会が発足しぶ

駅前に自転車等駐車場を開設︒
木幡緑道の開通︑笠取地区簡
格的に始動しました︒

一月にその中核として総合福

基づき確実に進め︑新しい年

盤整備の重点諸事業は計画に

関することは着実に︑都市基

たが︑市民の劈阿弔福祉に

今年も厳しい財政状況でし

易水道建設工事の着工などに
取り組ん盲笙した︒

祉会館が完戌︒六月に完成し

の宇治市に向かっています︒

一方︑福祉の町づくりでは︑

た新庁舎とも令

ト懸命の防疫活動︵5月10日宇治小学校で︶

2月には治水と景観
を調和させた宇治川
改修工事を開始

8月には︑弥生時代
から昭和57年までの
−

80，648人

−−

● 毎 ｌ ｉ ｌ 日 ・ 1 1 日 ■21ロ発行

女

第651号

80，022人

Ｉプ︑・補助手ｙａ一︑点字タイ

゛＿‥＆2？卜ぺ4ｇ卜・二曳。。・十Ｉ十．／｀＾四
▲福祉都市の中核として総合福祉会館が完成（1月19日）

電話（0774）22−3141

男

−●

160，670人（前月比233人増）

▲4月には北槇島小学校が開校
▲6月に完成した議事堂中心の新庁舎

一歴史事象を記した市

一史年表を発行４

▲63年に向けて国体宇治市準備
委員会が発足（ｌ0月18印

歩み

12ヵ月の

1月▽福祉の中核施設として総合福祉会館が完成︒▽羽戸山遺跡︵菟道︶で飛鳥時代の建

世界人権宣言35周年 築いていこう差別のない明るい社会
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人口

・−

市の人口

市 宇 治 琵 琶 3 3番地

50．705世帯（前月比55世帯増）

〒 6 1 1 京 都 府宇治

世帯数

昭和58年
（1983年）

発行京都府宇治市

編集広報課

12／21
（昭和58年12月1日現在）

'83宇治この1年

交通事故巡回相談所

6（ｉ

−

時半〜11時）

29⑧

30（月）
●心配ごと相談（総合福祉会館13時〜15時）幼児相談（保健医療センター13時半〜14時

3独
2／㈱

課で︑教育相談は教育委員会で︑日曜日を
除く毎日受付︒家庭児童相談は月〜金曜日

□このほか︒市政相談ｙ一般生活相談は市役
所市民相談室で︒消費苦情相談は商工観光

28（±）
●結婚相談（川東集会所13時〜15時）

の10時〜16時に総合福祉会館三階の家庭児
童相談室︵昔⑩8698︶で︒高齢者職業

−

−

14出 ●結婚相談（川東集会所13時〜15時）

15⑥

23（月）
● 心配ごと相談（総合福祉会館13時―15時）
−

16（月）

1月10日から開始
保育所の入所受付
ただいま昭和五十九年度の

育所︑北小倉保育所︑小倉双

指定日までに申し込みができ

なお︑やむを得ない事情で

社会教育課で午前9時半か

なお︑ｍ束年始の水道管の

ください︒

とぬるま湯かかけて溶かして

ょう︒凍結したら︑ゆっくり

材か巻ぐなどして予防しまし

ことがあります︒早めに保温

水道管は寒さのため凍結する

らが冬本番︒戸外に出ている

寒波が厳しぐなり︑これか

ご注意を

水道管の凍結に

納めぐださい︒︵納税課︶

までにお近ぐの金融機関へお

三期分の納期月です︒納期限

十二月は︑固定資産税の第

12月は
固定資産税の納期月

所の向かい側容⑩4630︶︒

在地・・・宏雫居13の2吊役

〜正午︑午後1時〜5時▼所

込んＰｖださい︒︵保育課︶

ら午後四時まで保育課へ申し

二十四日叫の両日午前十時か

あさひ保育園 あさひ保育園三室戸保育園

故障は︑左表によりお近ぐの

宇治市火災共済は︑わず

入って安心
火災共済

ｍな会費で火災にあった時

﹂当面の生活のつなぎ資金

ご受けβれる制度です︒

今からでも加入でき︑手

ださい︒申し込みは︒市内

四きも簡単︒ぜひご加入く

父通労政課︵き⑩3141︶

四郵便局を除く金融機関か

でどうぞ︒︵交通労政課︶

年末年始

無事故で過ごそう

年末年始は飲酒の機会が

が多くなり未了︒

多く︑飲酒運転による事故

市民図書室おはなし会

Ｏ受ィ寸μ寺ｒ司はいずｔＬも午ＨｉＪｌＯ皿ぷ―午麦4匯寺です。

宇治警察署では︑年末年

始の間︑飲酒運転や無免許

締まりと︑考人の事故防止

運転な芦悪質な違反の取り

市民の皆さんも︑ちょっ

対策を強化しま哭

と見獄のゆるみで事故を

起こさないぶっ十分注意し

ましょう︒︵交通労政課︶

恋聞き想像の世界に遊び︑

費⁝無料▼問い合わせ・・・市

▼対象・：4歳〜︱歳▼参加

六1
地0
蔵公会堂前
13⁚30〜14⁚
御1
蔵0
山小学校
14一30〜16⁚

駐車時間

︵市民図書室︶

本差記む楽しさを味わう集

地区

そよかぜ号巡回日程

日

六地蔵
御蔵山

4・05・01一3〜1・5

3・04・0
1を3〜︱・2

4・06・0︱・Ｏ〜1・0

10⁚00〜11⁚30
南小倉小学校
緑ヶ原児童公園
旦椋公会堂前

4・06・0
1・Ｏ〜1・0

Ｏ・01を0︱・Ｏ〜1・0

4・06・01・Ｏー1・0

南落合12心肺八木ガレージ

26日ｓ遊田
西地区
中地区
白川
10⁚00〜10⁚
茶
3
研
0
登りロ
西岡工菓㈱
？ド昭71俑
27日面
22−5551
池なら商店向かい側
1・1・0︱・00〜1・4
野神
久保田Ｈ作所
朝日建設㈱
4・05・0
23−5561 21Ｆ2185
1ＩＯー1・2
開公民分館前
31日叫 開
照喜名工裏所
㈲木下工業所
22−3661 21−ー2689
︿市民図書室の休室日﹀
年末年始の休室は︑12月28
森田水道工業所
大川設備23− 6275
21−3429
日困〜59年1月4日叫
1月は︑毎週月曜日と15日
植田ポンプ㈱221−5223
況︑31日㈹が休室です︒

5・06・0111〜︱自1

4・0６・0
114〜︱・0

3・04・0
113ーー・2

西大久保小学校
24日輿 西大久保
平盛小学校
平盛
棋鳥
1
3
一
3
0
〜
1
4
こ
25日哨
ユニチカ社宅横
蔭山
遊田三角公園

20日圖 緑ヶ原
大久保

明1
星0
保育園上ル
広岡谷 13⁚30〜14⁚
11日ｓ
梅
垣
タバコ店前
東南山
岡屋小学校
岡屋
12日團
木1
幡0
公民館前
木幡
14⁚50〜16一
北小倉小学校
17日叫北小倉
19ｎｉＳ
南小倉

10日脚

駐車場所

移動図書館︵59年1月分︶

▼とき⁝12月23日圖︑午

民図書室︵豊⑩4049︶へ︒

おはなし︑読み聞かせなど

宇治市公民館和室▼内容・・・

後3時〜3時半▼ところ・：

（宇治警察署）

いです︒

子μもたちが︑おはなし

●・ねらわれるカギかけ忘れ
置き忘れ

ない人は︑一月三十一日叫午
後五時まで受け付け康ｙ︒

ら午後4時半まで︵土曜日

育成指導係︵酋⑩3141内

︵社会教育課︶

二十八日が定休日にあたりま
すので︑申請は一日早めに︒
休日急病診療所
宇治市休日急病診療所は︑

1月12日困

業者へ直接連絡を︒︵水道部︶

・・少年の非行防止は家庭から

葉園保育所︑大久保保育所︑

では︑五十九年一月三十一日

︿引き続き入所希望の場合﹀

希望者は︑一月二十三日囲︑

上︑三歳未満の乳幼児です︒

保護に欠ける児童を対象に︑

は午前Ｈ時半まで︶︒

線476︑484︶へ︒

る人も甲請が必要です︒
小学校ごとに育成学級を開設

なお︑現在入級している児

さい︒年末の市役所業務は十

ある人は早めにお済ませくだ

は大変県久回毒7．ご用が

市役所の各種窓口は︑年末

12月29日から1月3日まで休みます

年末年始の市役所の業務

問いふＢせは︑社会教育課︑
しています︒

童で引き続き入級を希望され
す︒入級希望の保護者は両親
の勤務証明書な芦手続きに必
要な書類をご準備のうえ申請

申請用紙は各学級と奘薮

してください︒

育課にあり水子︒詳？は︑
入級のしおりをご覧ください︒
受付日程

二月二十八日で終了︒ただし︑

▼1月20日廊・・・各小学校内の
育成学級で午前9時から正

年末年始も開きます︒診療を
受け身ハる人は以ヂ﹁健康保

出生届や︑婚姻届︑死亡届な
戸ほ休み中も営け付けていま

午ま1
▼1月21日出〜2月6日間・：

険証﹂などをご持参ください︒

1月3日㈹▼受付時間・：午前

3日叫︑歯科112月29日困〜

・小腸Ｔ12月31日出〜1月

▼診療科目と診療日・・・内科

す︒また︑会計課の支払いも
二十八日までです︒
市役所連絡所
市内八ヵ所の商店のご協力

9時50分〜正午︑午後1時〜

東地区

で開設してい未了市役所連絡

月日

4時半▼診療時間・・・午前10時

松林工業㈲
12／29附
23−3325
12／30で
ー 仔紅61
リ／31田 宇冶川工業所
31−8688
西田工業所
31−8255

1月15日まで実施中

善法保育所

首法保育所

保育所入所申請用紙を各保育

お渡ししてい乖ｙ︒受け付け
現在で出生届か田されている

明星保育園なかよし保育園

山田Ｈ業㈱
1／2㈲ 甫榔工會禾所21→
22
32
11
05332

1／1川

小倉双葉園保育所
小倉双葉園保育所ひいらぎ保育園

㈱9叩紅は 四ー浦辺端

年末年始の防犯活動

木幡保育所北木幡保育所心ぼり保育園

木幡保育所

くりくま保育園の十ヵ所︵園︶

は来年一月十日から行い未了︒

所夕希望される人は︑入所申

五十九年度も引き続いて入

︿必要書類﹀

乳児も申し込みができます︒

昭和五十九年四月一日現在

南浦保育園酉小倉保育所伊勢田保育園北小倉保育所
明星保育園
月一日現在で︑生堡ハ週間以

南浦保育園
1月11日俐

︱／3肉 池田工裏所
3212680

福祉事務所保育課
全保育所（ｔａ）ｉｔ間里親

1月23日（1）
1月24ａ（火）

︿申し込みができる人﹀

請書と保育に欠ける旨の証明
書などを︑一月九日から一月

申請に必要な書類は︑母親
の在職証明書な芦保育1屁

で︑生後六ヵ月以圭ハ歳禾満
の乳幼児で︑母親が家庭また

十四日までに現在入所中の保
育所︵園︶へ提出してぐださい︒

受イ寸＊Ｓ，ｎ斤 対象保育所（園）

この育成学級の昭和五十九

保育の対象は︑五十九年四

昼間里親の申し込み

宇治保育所
宇治保育所広野保育所
1月10日（火）
大久保保育所 大久保保育所同胞保育園くりくま保育園

年度の入級申請を受け付けま

下表を参照してぐださい︒

︿入所受付日と場所﹀

です︒早めにご用意ぐださい︒

の源泉徴盛Ξどの税証明書

い旨の証明書と︑五十八年分

小学校に在学する児童のうち︑

昭和59年度保育所入所受付の日程表
所は︒十二月二十九日から一
月四日まで休み︑五日から取

年内に住咎寄芦が必要な

り扱い夕始めます︒

人は︑連絡所へは十二月二十
七日の午前中までに︑市民課
へは十二月二十八日午前十一

なお︑開町の松下時計店は

時半までに申請してぐださい︒

ｍｅ，保育所 いずみ保育園ｍｅ，保育所

1月13日出

所︵園︶と福祉事務所保育課で

1月20日から

は外で仕事をしているなど保
育ができない場合に限ります︒
また︑北木幡保育所︑明星
保育園︑あさひ保育園︑善法
保育所︑宇治保育所︑横島保

入級申請の受付
市教育委員会では︑市内の

育成学級

保護者が共働きなどの理由で

▲放課後の安全と健全育成をめざして（昨年の
育成学級ミニ運動会、西大久保小学校で）

−

紅み峻内ｎＱ5650）

相談は毎週火・金曜日の9時116時に総合
福祉会館二階の老人福祉センター︵ｅ⑩5
︒652︶で職業紹介︵無料︶を行います︒

一

'84１月分

ｊｊμヽｒ｀ｐ．ＩＤμ寸十ノ皿圧相談（小倉公民館9

月日
公認業者当番表

Ｓ

忿官

5困

−

ます。（社会福祉協議会＝総介福

24㈹
25俐 移動市民相談（御蔵山集会所13時半〜16時）消費生活相談（商工観光課ｉｏ時〜15時
26困 ●法律相談（総合福祉会Ｉｔｌ3時半―ＩＳ時半）
2ｌ吻 血圧相談（広野公民分館9時半〜11時）
一

18（＊）精神薄弱者相談（総合福祉会館ｌ3時〜16時）

相談カレンダー

から南へ2ｏｏ：．）で相談を受けてい

4（＊）

−

ください。総合福祉会館（市役所

3（火

Ｓ＠2970
●法律相談（総合福祉会館13時半―15時半
12困 人権相談（市民会館ｌＯ時
〜15時）
13ｆｉ血圧相談（木幡公民館9時半〜11時）

20（ｉ青少年相談（市民会館13時〜16時）
21出 ●結婚相談（川東集会所13時―15時）
22⑥
とき1月11日（水）・25（水）
7出 ●結婚相，談（川来集会所13時〜15時） 午ｉｉ9時〜午後4時
ところ宇治市宇治若森
8⑨
京都府宇治地方振興局
● Ｃ．−配ごと相談（総合福祉会館13時〜15時）
内容●交通事故の法律問題
9（月）
●示談のしかた●賠償
乳児相鮫（保健医療センタ−9時半〜11時）
額の算定●訴訟、調停
のしかた●自賠責保険
10勾 ●年金相談（総合福祉会館ｌＯ時―12時）
などの利用、請求のし
131Ｓ．他。ぉ問い合わせ宇治地方振ｍｍ
11困 移動消費生活相談（神明集会所10時〜15時）

●法律相談（総合福祉会館13時半―15時半）●高齢者無料職彙相談（総合福祉会館ｉｏ
行政相談（市民相談窒ｉｏ時〜16時）

19困

乳児相談（木幡公民館9時半―11時）

17肉

−

社会福祉協議会の相談（●印）

1⑧

−

1人で悩まず、お友軽にご相談

2（月）

1983年（昭和58年）12月21日発行（2）
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年末年始の特別収集

小倉町・伊勢田町・根島町・宇治・羽拍子町地域

ｉｉへヽ廻

12／23（金） 蛇塚、弐番（府道以北）、池森、米阪、北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、西山（近鉄以西）

特別収集期間12/23〜1/12

中央台、北山（近鉄以東）、西山（国道以西）、神楽田（山中含む）、
12／24（土） 東目川．西目川
戸ノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）、里尻（国鉄以北）、小
12／26（月） 桜、南落合（ｏ〜4の通りまで）
12／27（火） 南落合（5の通り以降〜13の通りまで）、大京団地、南浦（84〜98）
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・横島町・炭山地域
12／28（水） 南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
南山畑、北山畑、大瀬戸（国鉄以東）．中村（国鉄以東）．東中（国鉄以東）、北畠一部、平尾、
山際全域、半白、・南浦（100〜ＵＯ、33〜35）．薗場（大川原線以北）、
12／23（金）
12／29（木） 大幡、北内、門口、幡貫、郡、石ｍ（大川原線以東）
老ノ木、久保、西山（国道以東）、蓮池、西浦（西浦東町内会、
北畠、桧尾、花揃、赤塚、御蔵山、畑山田
12／24（土）
ピバ小倉店西側通り以東、中央商店街通り以南）、吹前、
1／6（金）
陣之内（国鉄以東）、御園、北御園、正中（国鉄以東）、北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町
中川原（大川原線以東）十一（大川原線以東、国道以東）、十六国道ａ東）、十八仙道以東）
12／26（月）

し尿特別収集

ぞ、ヽ惣

並、奈良町、畑町

1／7（土） 東山、天王、寺内全域、蔭山、南堀Ｍ本通りａ南
正中（国鉄以西）、西中一部、東中（国鉄以西）、陣之内（国鉄以西）、中村（国鉄以西）、
12／27（火）
1／9（月） 南堀池（本通り以北）、西浦（西浦町内会、ビノ＜小倉店西側通り以西）
南端（国鉄以西）、河原、徳永．柿ノ木町、一丁目、札ノ辻町、紺屋町
南堀ｍ（大和、田中）、春日森、−ノ坪、島前．大町、大川原、
1／10（火0 中川原（大川原線以西）、石ｍ（大川原線以西）
内畑、西中、大瀬戸（国鉄以西）、ｍノ東、西浦、熊小路、大林、梅林．炭山地域
12／28（水）
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、中
12／29（木）
芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部
1／11（水）
ノ田、名木、ｒｒ−面、安田町令域、堀池
1／6（金） 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
1／12（木） 中山全域、大谷．西畑、中畑、毛語、若林

仙郷山埋立処

ごみ特別収
集
分地

務奎行い未了︒年末は机分地

燃えるごみ

が混雑しますので︑早めに持

仙郷山埋立処分地は︑十二

平嗜屁剪収集︒新年は一月

ち込んでぐださい︒車にはシ

月二十九日閑午後四時まで業

四日團から平常どお口収集し

ートか必ずかぷせでぐださい︒

年始は1月4日から

ま7．現在︑午前の収集地区

年末は十二月三十日倒まで

については︑年末年始の期間

す︒

︵12／2411／10︶は必らず新年は一月四日伽から始めま

午前9時までにごみを出して

臨時ごみ

電話で有料収集の申し込みを

12月28日ｓ 粗大ごみ︑大量のごみは︑

年末最後の収集日

ください︒

本土の
収集地区

驀符けてい康7．年内に処

理盈豪される場合は︑十二

所︵Ｓ⑩3441︶へご連絡呪

12月30日1月二十四ぼ出までに清掃事務

ａＭ

月・木の
収集地区

収集地区

火・金の

もえないゴミ収

1／7（土） 西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部、福角（国鉄以西）
1／9（月） 日皆田、岡本、上村、大八木島、車田一部、平町、＝里塚、戸ノ内（棋島飛地）
車田、丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）、福角（国鉄以東）、
1／10（火）折坂（国鉄以東）
1／11（水）平野、一番割、二番割、三番割、西浦（国鉄以東）
芝ノ東（府道両側）、南端（国鉄以東）、芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ）、
1／12（木）中村（さつきケ丘）

白川・志津川・ー道・宇 台・神明・広野町・関町・大久保町地域
東裏、一里山、桐生谷、関町、尖山一部、小根尾、大開一部、石塚（心華寺通り以東）、
12／23（金）
宮北￢部
宮東、宮西、宮北、野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権見町）、琵琶
12／24Ｃ±）

｀卜心

若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、壱番一部（宇治橋通り以北、宇治警察西側通り以西）、下
12／26Ｃ月）
蓮華．乙方、東内、又振．山田、紅斎、白川、金井戸、山本、森本（国鉄以東）、段ノ上、
薮里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋．池山、谷下り（国鉄以東）、
12／27（火）
出口（国鉄以東）、荒棋、田中、大垣内、妙見
ｌ／ｉｌ（水）
田原、井ノ尻、旦椋
平盛、南ノロ、北ノ山、山ノ内．上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、西裏、寺山（国鉄以西）、
1／12（木）
寺山（翠光園団地）

し尿収集日程

市役所清掃事務所
TEL223141番

城南衛生菅理組合
八幡市八幡沢
ＴＥＬ075−631−5171番

59年1月分

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
1／13笠取
132／＾南山（Ｂ）、金草原
142／4南山畑、北山畑．大瀬戸（国鉄以東）、中村（国鉄以東）、東中（国鉄以東）、北畠一部
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
17北畠、桧尾平尾、須留
木（ｉ（熊小路）五ケ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西川
18花揃、赤塚、陣之内（国鉄以東）、ｍ園、御蔵山、 畑山田、北御園、正中（国鉄以東）、町並一部
19北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山全域

表

六地蔵（全域）木幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
12／211／1127中村、南山畑、南山ｆ南端．国鉄以西の正中・東中）

集日程表

原、壇ノ東、寺界道、野添、大林．梅林、西，221230浦、新開．平野、折坂、福角、−・二・三番
正中（国鉄以西）、西中一部、東中（国鉄以西）、陣之内（国鉄以西）．河原、徳水、柿ノ木町、20
一丁目、札ノ辻町、紺屋町
割、国鉄以西の芝ノ東）
21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）
菟道（平町）
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、戸
ノ内、京大宿舎）
231331嵩星笥回；啜尹除く全域）
志津川（全域）宇治（山本、乙方、東内、又振、山田）
宇治（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、
2616池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）

23大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部
25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
26西浦一部．新開、平野府営住宅、折坂一部
27福角（国鉄以西）、日皆田、・岡本、上村．大八木島
28車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
30車田、丸山、出口（Ｅａ鉄以西）．森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）
31福角（国鉄以東）、折坂（国鉄以東）、，平野、一番割、二番割、三番割一部
2／1西浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）、南端（国鉄以東）
2／2芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ）、中村（さつきヶ丘）

白川（全域）折居台（全域）

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
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、1／132／3石塚（

小倉町（奥畑）南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）

142／4東襄、一甲山桐生谷開町、石塚（心華寺通り以東）、宮北一部
17小根尾、大開一部、尖山一部．宮東、宮西、宮北

2717神明（全域）宇治（蛇塚、大谷、野神一部）

野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権見町）、琵琶、若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、18
壱番一部（牢冶垣通り以北、宇治警察西側通り以西）

琵琶台（全域）広野町（小根尾一部）

19下居、善法、壱番．妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川
開町（国道筋を除く全域）
20葎華、乙方東内、又振山田、紅斎白川、金井戸、山本、荒棋、田中、大厄内、妙り志津川
2818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）

森本（国鉄以東）、段ノ上、藪里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋、．21池山
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、国道筋を除
2／1田原、升ノ尻．旦椋．平盛南ノロ
く西裏・茶屋裏）2919大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ．大竹．上ノ山、

北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋扱．久保．南ノロー部、西裏、寺山（国鉄以西）、2／2
寺山（翠光園団地）

久保）西大久保府営住宅（21〜32棟）
安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中59
年末年始の
ノ荒．ウトロ、南山）
1／420開町（国道筋）広野町（成田．新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派

し尿収集日程について
年末の収集は、特別の収集日

程になっていますので、収集日
出所前から近鉄踏切までの府道筋）大久保町（田原、日椋平療井ノ尻、ｍノロー部）
をもう一度確認してください。
宇治（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）521
年末の収集日は12月29日田ま
羽拍子町（国道筋）伊勢田町（北山、大谷、若林、井尻、中山、毛ｔＥ．）
でですが、年内に定期収集で「く
みもれ」がありましたら必ずマ
小倉町（南浦．山際、京銀前から南京信前までの市道筋以南の西浦）
ンホール側（収集口）から確認の
623伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43棟）

うえ12月30日出の正午までに城
南衛生管理組合（ａＯ75−631−

小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前
724までの市道筋以北の西浦）伊勢田町（ｍ遊田）

5171）へご連絡ください。12月
30日午前中までに連絡がない場

合は対応できません。
棋島町（全域）
また、臨時収集（有料）の申し
925小倉町（近鉄以東の新田島）宇治（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）
込みは12月26日（月）までで、年始
木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御Ｂｉ、陣ノ
は1月4日困から受け付けます。
1026内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山畑、国鉄以東の正中・東中）
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小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
1／132／3ｍｍ于町
142／4蛇塚．弐番（府道以北）、池森、米阪
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（國道以西）、17神楽田（山中含む

18戸ノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）、擢尻（国鉄以北）小桜
19東ａ川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
20南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
21南浦（100〜110、84〜98、30〜33），大京団地、山際一部
23南ｍ、酉浦一部、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、24郡、石橋

25老ノ木、久保、西山（国道以東）、蓮池
東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、26十一（大
27寺内、西浦
28南堀池（本通り以北八南堀池（本通り以南）
30南堀池（大和、田中）、堀池
南遊田遊田、砂田、南山．ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、31巾ノ田名木

中山（近鉄以東）、大谷、西畑、中畑、春日森、−ノ坪、島前、2／1大町、
2／2中山（近鉄以西）．毛語、若林

−−

−−

丿−

−一

Ｉ

−

−

−

−

・

﹁後日︑信販会社から代

があり︑販売会社と交渉し

︵商工観光課︶

注草ずることが大切です︒

契約発栖ぶときは︑十分

ことになり未丁︒

からの代金請求を拒めない

けでは︑消費者が信販会社

らないと言った様な理由だ

あるのでなく︑単に気に入

逆に︑商品自体に欠陥が

とが必要です︒

会社にも文書で連絡するこ

販売会社だけでなく︑信販

ています︒このような場合︑

うな契約内容︵約款︶となっ

者に代金の請求をしないよ

もとづき︑信販会社は消費

とき︑通商産業省の指導に

たり︑商品が届かなかった

商品に重大な欠陥があっ

代金請求の拒否

むずかしい

ないケースが起こります︒

契約があることに気がつか

印していても信販会社との

替え払い契約書に署名・押

ったりして︑消費者は立て

ールスマンの説明不足があ

たものになっていまｙ︒セ

立て替え払い契約書も兼ね

渡すことになってい乖ふ︑

るとき︑売買契約書などを

消費者と契約を結ぽうとす

問販売でセールスマンが︑

ルになるのでしょ夕司訪

なぜ︑このよシなトラブ

ぶっです︒

る﹂などのトラブルが多い

社から代金盈ｍ求されてい

多く発生していますので︑

ローンなａｊ．とい．ｃｖＡｒ＼な会

ば××ファイナンス︑○○

るとき︑信販合一社など︵例え

消費者が商品の購入かず

◇

について考えてみましょう︒

ている最中なのに︑信販会

わからない﹂︒﹁商品に不満

｀−11111111ａｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ11

゛

・・

消費者コーナー

ー

す︒申請用紙にご記入のうえ︑

十日以上耕作に従事する人で

れる︶か分割して返済する

ほかに利発順もプラスさ

ミミ

を受け︑走ることに支障がな

消費の低迷な芦から訪問

契約を結ぶことになり毒ｙ︒

わかるまで

−

分間です︒ふるさと宇治市

いと認められた人に限ります︒

一月十日までに農業委員会事

販売が増加︒訪問販売で商

品を購入するときには︑分

割払いとする立で替え払い

契約がよく用いらなぞ︒

−

金盈ｍ求されたが︑なぜか

説明を聞く

−

立て替え払い契約のしくみ

これにともないトラブルも

−−

まれた人で②千平方μ以上の
農地含筰している人か③耕

の町づくりを中心に池本市

務局か最寄りの農協各支店へ

市民の協力ですすむ
福祉の街づくり
市では︑福祉の街つくり実
現のため︑福祉環境基準ｍ
め公共施設はもちろん市民の
皆さんにご協力を求めていま
す︒
今回︑次の事業所にご協力

−−

一般︑高校生︵女子︶︑中学
生の部︑男女別Ｉチームー人

市では︑市民の皆さんに

長が紹介するとともに新年

▼参加料・・・一般五百円︑高校

提出してぐださい︒

たは配偶者で年間おおび左︵

映像をとおして市政への理

生四百円︑中学生・高齢者三

作している人と同居の親族ま

解を深めていただこうと︑
の抱負を述べます︒ぜひご

百円︑親子五百円︑駅伝千五

編成︵選9ｙハ︑補欠よ︶

新春特別番組﹁明日の宇治
覧ください︒また︑通常の

参加する人は︑各自健康診断

市か語る﹂牽企田しました︒
宇治市政だよりは一月二日

﹃あすの宇治市を語る﹄

放映は︑京都テレビ︵Ｕ
囲︑午後零時五十五分から

・・・はがきに出場種目︑住所︑
氏名︑年齢︑性別︑電話番号

太陽が丘公園センター﹂︵豊⑩

奎明記し︑﹁広野町八軒谷一︑

づくりであること②こだこは

7678︶へ︒︵市民体育課︶

は一辺が六〇な以上③たこ足︑

一辺が六〇？以内︑おおだこ

工業統計調査に

︵農業委員心一︶

ＨＦ34出︶の一月四日困︑
放送します︒︵広報課︶

百円︵Ｉチーム︶▼申し込み

午前八時四十五分から十五

ジュニア天文教室
プラネタリウムや天体超之

たこ糸は自由▼参加料⁝無料

ご協力を

−−

し
新春の催

加料・・・大人二千三百円︑小人
千九百円▼貸ス千︲︵Ｉセ″
ト︶：大人千五百円︑小人千
円▼申し込み・：Ｗ公日から

治公園中ノ島▼参加人員⁝消
防職︑団員︑自衛消防隊︑少
年・婦人防火クラブ員な芦約

鏡で冬の星座を学ぼう︒

▼とき・・・1月14日出︑午後
▼問い合わ苓：山城総合運動
7時〜9時▼ところ・・・木幡公公園管理事務所︵豊⑩767

いただきました︒

−−

成人の日のつどい

ため︑成人の日のつどいを開
1日叶日までに参加料奮節え

新成人の門出を祝い励未了

きます︒
▼とき・：1月15日冊︑午後て︑市教育委員会市民体育課
1時か守蒔▼ところ・・・木幡 まで︒︵市民体育課︶
新春歩こう会

9時半︑宇治市役所前に集合︑
600人▼内容⁝消防団員の表彰
と一斉放水などの訓練︒
︵消防本部︶

工業統計調査は︑通商産業

売買契約を結ぶことになり︑

その一方で信販会社との間

で商品代金に相当する額︵

消費者はその際．商品を購入する意思がなければ明確に断りまし
よ−＞。

中学校体育館▼内容⁝第1部

島田紳助さん︑20歳のゲーム
出発は10時▼コース・：市役所

▼とき・：1月3日脚︑午前

大会▼対象：昭和38年4月2
←市民会館←隠元橋←桃山団

俺の二十歳のころ﹂︑お話は

Ｌ記念式典︑第2部Ｌ講演﹁

日から昭和39年4月1日まで

民館▼テーマ・・・オリオンとす 8︶へ︒︑︵市民体育課︶

社︶が消費者に代わって販

地←桃山御陵←乃木神社︵解

▼レストランこなか宇治店

に生次れた人▼主催・：成人の

省が毎年十二月三十一日付で

健康ランニング大会

売業者に一括して商品代金

消防出初め式

ばる▼講師・・・明星天文館館長

︵宇治宇文字︶▼パチンコ宇

を支払い︑その後消費者は

第31回ジュニア教室

治ホームラン︵宇治妙楽︶▼

信販公一社などに分割して返

和だこづくり

行う調査で︑製造業に属する

平等院︵宇治連華︶▼鮫子の

済に玉子︒これ金箭必え

散︶の約8 ︑交通費自己負

事︑
業所を対象にしたものです︒
記用具︑懐中電灯▼対象・・・市 とき・：1月16日︵振替休日︶

の江上賢三さん▼持ち物・・・筆

今年は︑従業者数三人以下

王将チェーン宇治店︵宇治里

担︑雨天中止︒︵市民体育課︶

の事業所もすべて調査の対象

払い契約といいます︒

▼とき⁝1月15日脚︑午前

以上▼定員・：親子50組︵先着陽が丘陸上競技場▼種目・参

尻︶▼天理教大京分教会︵槙

午前8時半から▼とこう：太

10時〜午後2時▼ところ⁝小
倉公民館▼内容・：和だこ︵す

順︶▼申し込み・・・木幡公民館 加資格・・・①ランニングの部9 になってい求了︒近Ｅ中に調

内在住の親子で小学校4年生

年の始めに消防職︑団員が
るめいか︶の骨づくり︑下絵︑

日のつどい実行委員会︒
駐車場がありませんので︑
車でのご来場はご遠恩くださ
い︒︵社会教育課︶
市民スキー教室
参集し︑団結と士気を高め︑

島町外︶▼上型紙㈱六地蔵

▼1月10日脚︑木幡公民分

この契約では︑契約の当

査員が伺いますのでご協力を

事者が消費者︑販売業者︑

︵木幡内畑34の7︑⑩829 左表②親子レースの部＝ＨＡ︶

支店︵六地蔵奈良町︶▼京都

色っけ▼対象・：小学生4年生

お願いし康ｙ︒︵企画課︶

信販会社の三者︒つまり︑

防火・陪混動の充実と発展

もは小学校4年生以下︑親□

労働金庫宇治支店︵宇治戸ノ

消費者は販売業者と商品の

農業委員
選挙人名簿を調整

選の年です︒農業委員会では︑

館︵木幡神社︶＝午前10時40

来年は農業委員会委員の改

今年度も昭和五十九年一月一

50分発︑旦椋公会堂＝午前11

分発︑小倉公民館ａ午前10時
きる人を調査します︒

日現在刄塁Ｔ︿名簿に登載で

︵木幡公民館︶ ぺｌ＋ＡＷ＞Ｚ：＊ｏ③駅伝の部ａ
新春手づくり

たこあげ大会

▼とき・・・1月15ｍｉ ＊ｔｅ
付けは午前11一時からぶ︶たこ図
柄審査＝午後零時〜40分ｅた

犬・猫の引き取り

内︶︵開発指導課︶

0︶へ電話か来館飛

143 0．7 180 1（）（

以上の児童︑中学生▼定員⁝
30人︵先着順︶▼申し込み・：
材料費四百円を添えて小倉公
民館︵小倉町寺内91︑豊⑩4
687︶まで︒︵小倉公民館︶

つてくるお正月か薬しみにし

こあげ競技＝午後1時〜50分

，ｘ

今年度のスキー教室は今回

Ｓ

に努め未了︒
市民の皆さんも寒い中です

▼とき：ｉ月7日出︑午前

が︑ご観覧ぐださい︒

10時〜正午▼ところ⁝府立宇

十二月七日︑小倉ぶ葉園保

ていました︵写真は︑掛け声

時10分発︑雲屎健所＝午前

立て替え払い契約の仕組み

Ｉ．男

限りです︒ご家族で︑友だちと

Ｉ

登載申請ができるのは①昭

販売店

信販会社等

▼ところ・・太陽が丘球技場Ｂ

ネスカフ1．ＳＩ．ラベル
インスタンＦコ−ｔー
ビンＡ150ｇ

5ｋ。

いっしょにご参加ください︒

︲

1月4日午前8時45分京都テレビ34ｃｈ

＃≪け合って元気にもちをつ

食用油 Ｈ；Ｓサラｆｉｔピン入ｍＩ
583△1．2 70（1498
しよう油 キ・コーマン濃ロピン入2ｌ
543 3．6 598 470
Ｅ自ｌｔｇ
砂糖
256△2．3 28（ 19Ｓ

Ｉ）

○
○

▼とさ・：1月29日間▼実施

︲

和三十九年四月一日までに生

切身ｌＯＯｇ 3（2 6．0 395 15（
男しゃくｌＯＯｇ
20 0．0 33 14
キャベツ中玉約1Ｉｓ
178 3．5 289 135
鶏卵
ＭサイズハバλｌＯ胴
207 2．（258 181

育所で恒例のもちつきが行わ

お買い物のめやす
消費者物価20(12
この公表価格は、今月始めに実施した消費生活モニター店頭価格調査に基づくものです。（商工観光課）
月分)

▼参加規定⁝①わだこで︑手

15（
普通Ｓ，Ｉ斤｛スライスしたもの）
170 0．（1
195

食パン
ｉｔｉ代

211 （）．（
2 3（ 198
ｌ．ＫＯ
983△0．2
918
タヶヤミソ1ｋ 324 0．9 348 290
み．そ

日済小麦扮フラ■7−1ｋｇ
吋力扮）

小麦粉

ワイシャツ白の長抽

11時20分着︒︵環境保全課︶

○図中の③の「信用調査」は．電話で行われることが多いようです。

−

新春番組
く園児たち︶︒

ばれいしよ

れ︑園児たちは代わる代わる
キネでもちつき︒もシｙぐや

塩さけ

信販会社が立て替え

○図中の番号の順に。手続きがすすみます。
〇訪問販売では、セールスマンが販売店の位置にきます。

1

す！やき用中程度ｌｌｌＯｇ

訪販分割払いのしくみ

消費者

自

2．4ｋｇ

キ肉

892△0．29≪ 750
386 0．3 45（ 310
Ｍ用旺けん

○○ ○ 瓦
○ ○ ○

○
○
○ ○ ○○

156△1．9 168 138
サランラ・，プ30ｃ．Ｘ 0ｃｉ
ｄｍ7，・プ
220 △5．Ｂ258 168
アｉｌミホイ1
25ｃｉｎＸ8ｍ 162 0．6 188 88

な
女男
％

場所・・・氾賀県マキノスキー場

小倉双葉園保育所でもちつき

小■？

9 才

夕ｊ
・な
女

1．410
18（配達
1．549
△4．3
1．Ｇ30
ガソリンレキュラーロ現Ｍり
153 △0．6 155 147

灯油

23（
Ｉ容ＳＷ吐花Ｅエ−／センシャル
230 0．0 230
シャンプー 液体ｆ．

価格状睨

−Ｗ●
豺

Ｕ
1．35（
△2．3
1，620

18ｅ店頭

○ ○

川川昭竹）

ティッシュ
ペー／ｇ−

刊ｍ 吋 前 月 比 騏弱 胚酌
ｒｊ1 ， 5 （ 5
・現格
品目

▼定員・・・聊人︵先着順︶▼参

もうすぐお正月

1983年（昭和58年）12月21日発行（4）
り

よ
だ

政
市
治
宇
第651号

−●

●

1

270

