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むレ心隠元や本雫右高く

に与兄た影響とい．ｒｖｒｅでは︑

は写実的で︑迫真性に富ん

などを彫造した︒彼の作品

八羅漢像・墾昼・弥勒像

しえているのであうコ︒

雰囲気かエ旦層かもし出

らこそ︑万福寺が中国的な

このよラな文化があったか

︵歴史資料室︶

だ面相を特徴としている︒

これら黄栞僧の書は︑そ

中国風の建物と併せて︑

評価されている︒

の書風か黄柴もの︑書流を
黄柴流と呼ぽれ︑当時の文

出演団体を募集

主体の団体・グループで︑種

けてい未了︒夏休みを利用し

て︑創意あふれた作品︒つくり

︵社会教育課︶

に励んでぐださい︒

暗紫色のはれができます︒

もし︑マムシにか去妃ら︑

手近にあるヒモやタオルな

どで︑傷口から心臓寄りの

急車を呼んで︑処置か受け

ところを1ぼり︑すぐに救

ムシ血清のある病院へ患者

Ｖ−ｖださい︒救急車は︑マ

マムシの頭部は三角形で

を運び毒ｙ︒

首が細ぐ︑背面は黒褐色ま

たは赤褐色で太く︑輪状の

まだら模様が並んでいホチ︒

マムシは湿った場所の草

登手﹈︒︵保健予防課︶

と比較的容易に昇がけがつ

しっぽが短いので晋通の蛇

体長は約四十五惣⊥﹇十り

9罵い︑木の陰などに多く

マムシにか

い毒了のでご注尽ぐださい︒

次れると︑牙

残り︑激しい

︵きぱ︶の形が

痛みがおこり

ホヂ︒また︑

一グループなど目作のもの

での合作も可︶︒一人次たは

あなたも力作を

明るい選挙啓発ポスター

傷口を中心に

−−

い︒と昨わけ︑隠不木庵・

治市こど＆于づくり文化祭﹂

目は児童劇︑人形劇︑ブラス

学垣必動している︑子ａｊ≪5

の出演団鎗寡集します︒こ

バンド︑鼓笛隊︑合唱など特

宇治市教育委員会では︑﹁宇

の催しは︑そＥだちの自主

に制限はありません︒

出演舎乖望ずる団体は︑八

的な文化活動の発表の場とし
て︑昭和五十四年の国際児童

参加できる団体は︑地域や

明るい選挙を推進すると

一点に限ります▼5募方法

ともに︑市民の政治意識と

︵ふひがな︶︑年齢︑性別︑

選挙道義の高揚かほかる啓

・一

即非が黄栞の三筆と呼ぼれ︑
人たちに大きな影響を与兄
だ︒そして室町時代には墨

老人園芸ひりば﹂は︑畑の所

8月は道路を守る月間

▼内容・・・明るい選挙を推

までに︑・宇治市選挙管理委

員会︵〒611宇治市常治琵琶

住所か萌記し︑9月10日囲

33︶へ提出しでぐださい︒
なお︑ふ犀の場合は︑家族︑

し進めることを表すポスタ

きさは45×30ｒから55×

友人︑グループ︑職場名な

ー▼規格・・・角彩は自由︒大

40り以内▼応募資格・：京
都府内に居住する人︵家族︑

︵選挙管理委員会︶

に使用させていただ孝示す︒

ター図案︑展示などに自由

い選挙を進めるためのポス

なお︑応募作品は︑明る

い︒

代表者に○印をしてぐださ

性別︑住所を連記のうえ︑

の氏名︵ふひがな︶︑年齢︑

どの区分を明記し︑製作者

友人︑クループ︑職場など

十：：：：：：：：： ・・：：

・一

り︑元規がその様式か確立

重んじられている︒隠元は

有者・小西茂雄さんのご協力

湿った場所の草むらに

・：作品の裏面右下に︑氏名

■−

とは全く異にする洋風圃の

した︒宗雲は隠元・木庵・

肉太の太字のほか︑丸味の
跡としで4ばれてきた禅僧

用者を募集しまで﹈︒あなたも︑

により︑その土地を市が借り

マムシに気をつけて

発ポスターか募集し柔ｙ︒

−−

の画愚誦一かれたところに
影響の強い写実主義的な頂

即非の肖像画を中心に描い

一方︑万福寺の墨跡も多

像が多いのが特色といえる︒

ているが︑特に隠元の画像
ある温雅な書風である︒木
の書風とは異なり︑禅家の
墨跡の厳しさに加えて︑文
人らしいさわやかな趣改Ｒ

手づくりの野菜や花をつくっ

なお︑当日は展示部門も設

お申し込みぐださい︒
開催日は九月二十三日で︑

月十日吻までに社会教育課へ

会場は三麿戸小学校︑菟道第

年を契機に開いているもので︑

鑑か痔って︑福祉事務所福

本年墜ハ回目となります︒

祉課にお越しぐださい︒応

二小学校︑伊勢田小学校の三

8月10日までに︑本人が印

市内五ヵ所で三百八十三人の

和五十一年から開設︒現在︑

募者が多い場合は抽選で決

この孝人園芸ひろぼは︑昭

お年寄ぴが利用されており︑

市内六番目の﹁老人園芸ひろ

てみませんか︒

会場です︒

めます︒︵福祉課︶

ぱ﹂を五ヶ庄芝ノ東に設置︒

このほど募集する﹁芝ノ東
市では︑お年寄りに︑野菜

八月下旬の開園に向けて︑利

▲迷惑駐車はやめましょう（京阪木幡駅前）

ある︒
また︑喜多宗雲は黄槃特

が多いところがら﹁隠元か
庵は全体に肉太で︑堂々た

有の肖像画忠一めた人であ

きの長兵衛﹂と俗称された︒

黄檗文化
あり︑御家流になじんでき

な書とその人柄に直接にふ

た人々にとって︑その新鮮

元規もまた黄槃僧の肖像画る協さがある︒山門ｍ面

諸堂に安置されているが︑

最後に︑万福寺の仏像は

ったうつ︒

れえたのは大きな喜びであ

考えてよい︒

を多く描いている︒彼の作の聯は彼の代表作の一つと
風は︑今までみられなかっ

この三人のほかに︑独立
や高泉公彙僧の中には便

た写実的な様式か石ち︑洋
風画をとり入れるといヶ新

い︒特に独立は︑明の書風

た︒彼は寛文二年︵一六六

仏像の制作にあたっては︑

を正統に伝えた人であり︑

二︶から翌年にかけて︑十

達した書技か石つものが多

このよシな黄槃の肖像画

草書においてすぐれた愕皿

回法であった︒

は︑臨済・曹洞のそれが︑

が多い︒その書風か我が国

隠元が︑当時来日していた

宗・元の頂像様式か受けた

茫道生夕招き︑彼に依頼し

ものが多いのに対し︑それ

利用者を募集80区画

発表の部

子ども手作り文化祭

大変好評を得てい未了︒

づくりを通して健康夕保ち︑

8月10日までに福祉課へ

▲范道生の十八羅漢像

道路は
みんなの財産

道路は︑あらゆる面で生

活にかかわりのある国民共

通の財産です︒

道路にものを置いたり︑

違法駐車をすると交通の妨

げとなり︑特に消防活動な

どでの緊急自動車の活動を

困難にし蚤す︒

道路を︑広く︑美にと︑

安全に利用するため︑お互

いに注意し合って︑道路を

大切にしましょう︒

・−

史の窓
宇治市

隠元が来日し︑万福寺を
創建したことは︑日本の宗
教史上︑特筆すべきである
ことはいうまでもないが︑
他方︑絵画・墨跡・彫刻な
どにみβれるぷつに︑独特
な文化を生みだしたことも
忘れることができない︒
万福寺には多くの肖像画
や仏国などが残されている
が︑その中でも︑逸然や喜
多宗雲・喜多元規らの絵画
が注目されている︒逸然は︑
仏像国や人物画を得意と
し︑釈迦・文殊・普賢の三
幅対︑費隠や隠元の肖像画
などの作品がある︒彼の作

▲野菜・花づくりで余暇を豊かに（矢落老人園芸ひろばで）

交流を深匹ていただこやと︑

受け開園を予定しているもの
です︒
利用をご希望の人は︑次の
要領でお申し込みください︒
︵利用できる人︶
市内に住所のある︑昭和59
年8月1日で満60歳以上の
人で︑他の老人園芸ひろば
を莉用していない人︒
︽ところと募集数︶
五ヶ庄芝ノ東4813︵東宇
治消防分署西︑国鉄奈良線
線路沿い︒80区画︵1区画
10平方が︶︒1世帯につき1
区画に限る︒
︵利用期間︶
59年8月下旬か＾Ｑ62年3月
15日まで︒利用は無料︒
︽申し込み︶

−・

1984年（昭和59年）
り

よ
宇ｉ台ｒｆＪｊ吹だ
第673号

品の特色は︑新しい明・清

五ヶ庄芝ノ東に新設
老人園芸
ひろば

8月1日発行（2）
川簡川川川ＩＩＩ1Ｉ1ＩＩＩＩＩＩ！！ＩＩＩＩＩＩＩ1ＩＩ川川■Ｉｌ｜

（その109）

▲昨年の子ども手づくり文化祭（南部小学校）
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ゲートボールコートが完成

専用使用はお申し込みを

チームー人︶併用▼参加資格

上︶60ｍ︑個人・団体戦︵一

弁当︑水筒︑雨具▼問い合わ

交通費・：各自負担ｙ持参品・・・

京都駅︵解散︶︒徒歩約12ａ▼

寺←清滝←保津峡−︵国鉄︶←

⁝市民および市内に通勤・通
せ・・・宇治又振33・木村長次さ

犯用の照明灯が備えられてい
名︑年齢︑段位︑電話番号︑

い合わせ・・・はがきに住所︑氏
シンボルマーク募集

宇治市体育振興会葵呂︵
体振運︶が︑シンボルマーク

▼5募方法・：Ｂ4版︵36・

ｍ集していまｙ︒

5Ｘ26ｔ︶程度の紙奎便用し︑
色彩は自由︵図案説明を別用
紙に記入のこと︶▼応募資格

お知らせ

体育課へ︒

琶45・早治市教育委員会市民

のこと︒作図法がある場合は

性別︑職業︑電話番号を記入

な説明文と住所︑氏名︑年齢︑

も応募可︒作品裏面に︑簡単

未発表の作品︒一人で何点で

︵18ｘ26ｔ︶を用い︑自作︑

う賞⁝最優秀作︵一点︶に賞状

広報紙︑新聞などで発表▼ほ

者本人に通知する外︑京都府

▼発表・・・10月︵予定︶に︑入賞

シンボルフーグ応募﹂と明記

へ︒封筒の表に︑朱書きで﹁

曇︵豊075警145︶

・・・早治市民▼応募先・：8月31

を︑採用の人には感謝状と賞

別紙に記載し︑作品は折ひ曲

と賞金10万円︑佳作︵数点︶に

なお︑応募者全員に記念品

日までに︑Ｊｙ611早島市宇治琵

品欠閉呈︒︵市民体育課︶

げないこと▼作図一色彩の条

作することもあります︒また︑

なお︑シンボルマークとし

賞状と記念品を贈呈︒

入選作品の著作権は京都府準

り入れ︑指定のテーマカラー

件・・・図案中に国体マーク衆と
京都国体の

わせ先・Ｊ9月14日︵当日消印

シンボルマーク募集

有効︶までに︑〒604京都市中

て使用する最優秀作品は︑補

京都府は︑昭和六十三年に

備委員会に帰属し︑5募作品

タ使用のこと▼に募・問い合

開催される第四十三回国民体

京区烏丸通二条上る蒔絵屋町

は返却しません︒

︵国体準備室︶

0︶︑伊勢田消防分署︵豊⑩4

宇治市西消防署︵豊⑩390

780︶へ︒受付時間は︑午

始め︑障害か石つ人たちへの

手︒

この統計書は︑数字で本市

ｋＢせは︑社会教育課︵Ｓ

ています︒お申し込み・お問

ボランティア協力者夕双葉し

▼所在地・・・橘︒島町吹前97−

り売却します︒

次の土地を一般競争入札によ

宇治市土地開発公社では︑

土地の公売

︵宇治市消防本部︶

は︑抽選することもあります︒

なお︑申し込み多数の場合

前9時〜午後4時です︒

の状況を明らかにするもので︑

⑩3141︶または宇治市社

運営や障害者介助などを行う

市では︑このコンサートの

理解と共感の輪をひづげてい

273・京都府国体準備局内第43
回国民体育大会京都府準備委

育大会﹁京都国体﹂のシンボ
ルマークタ寡集しています︒
▼応募方法・：用紙はＢ5版

宇治市統計書を発刊

料でお渡しし康丁︒︵企画課︶

宇治市統計書︵昭和五十八

人口︑産業・経済︑労働・社

会福祉協議会ボランティアバ

年度版︶がで濤垂した︒

会保障なぐエハ項目︑二百二

みる宇治市﹂発行
﹁数字とグラフでみる宇治

士一﹁にわたっています︒

﹁数字とグラフで

市﹂ができました︒この資料

防火映画を上映

︵鈍殺育課︶

ンク︵豊⑩5650︶まで︒

は︑わたしたちのまち宇治市

ご希望の人は企画課へ︒一
部千円です︒︵企画課︶
わたぽうしコンサート

9ほか▼面積・・・6876・8

▼入札⁝8月20日午後︱時半

8月10日午前10時から現地で

4平方メートル▼現場説明⁝
地蔵盆などで︑消防署員が防

町内会や自治会で催される

火映国衆よ映し濠す︒

日〜24日︑午後6時半〜9時

までに公社事務局へ︑現金ま

三千万円を9月20日午前11時

舎Ｉ階会議室▼入札保証金・・・

11111111

9（Ｑ包2804）

−−・・−・・−・−・・・一丿−−・−・−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−●Ｉ

ＩＳＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

▼とき・：8月20日囲︑午

木の工作

ジュニア教室

も開設︒︵小倉公民館︶

なお︑読書相談コーナー

し込み・・・当日︑直接会場へ︒

・：幼児と小学校低学年▼申

講師・・・絵本の会会員▼対象

ーリーテリング︑紙芝居▼

▼内容・・・読み武笹︑スト

ところ・・・小倉公民館保育室

時間は午後3時ｙ3時半▼

▼とき⁝8月8日︑22日︑

お話し会

○宇治市公民館…宇治里尻71の

下︶60ｍ︑男子上級︵3段以

学する人︑または弓道協会登
ん︵公⑤3633︶へ︒

病舎の跡地に設ほされたもの
ます︒また︑クスノキ︑モク
職業または学校戟︵団体戦は

丘︑黄栞公園▼種目・：男女単

市体振連の

録者▼参加費・・・学生二百円︑

このほど︒宇治市内初の多
で︑約三千平方メートルの敷
セイ︑サクラ︑メタセコイア︑

社会人四百円▼申し込み・間

目的広場として︑五月に完成
地には︑広く市民が憩いの場

8月10日倒までに︑小倉町蓮

した﹁蔭山多目的広場﹂︵宇治

を残し︑緑豊かな広場となっ

団体名と立順も︶を明記の上︑

ています︒

サンゴジュなどの多くの樹木

ートボールコートの外︑ベン

として利用できるぷフに︑ゲ

チ︑水飲み場︑便所︑夜間防

蔭山︶に︑ゲートボールコー

同広場は︑旧市伝染病隔離

ト二面が新設されました︒

⑩3027︶へ︒
なお︑両競技に参加も可︒
︿硬式テニスの部﹀
▼とき・・・9月2日㈲︑9日

をご希望の場合は︑事前に市
・複︑男子壮年複▼参加費⁝

㈲︑15日洵▼ところ・：太陽が

民体育課︵豊⑩3141︶ま
各種目とも二千円▼申し込み
・：8月15日團までに︑小倉町
老ノ木20−6・ヒロセスポー
ツ︵萱⑩3873︶へ︒

市民歩こう会

また旅休み中の勉強に役立つ

のこと牽よく知ってもらい︑

8時半に京都駅国鉄バス乗車

ぶコ︑小・中学生向きにっく

▼とき・・・8月12日㈲︑午前

から▼ところ⁝Ｏ涼的競技＝

場前集合︵雨天の場合は8月

りました︒ご希望の人には︑

太陽が丘特設射場Ｏ近的競技

ボランティア募集︒
宇治市文化センター開館記

▼申し込み・問い合わせ⁝8

念行事の一つとして︑十一月

月3日〜8日までに︑宇治市

別が現存する限り︑積極的

これは︑障害か石つ人たち

から︑市役所第一プレハブ庁

が書ぐ詩を︑メロディにのせ

たは小切手︵金融機関の発行

▼上映期間と時間・・・8月18

特別措置法は︑﹁国および

する自己宛のもの︶で▼申し

十一日に﹁わたぽうしコンサ

地方公共団体は︑協力して

中消防署︵きＣ0119︶︑東

に推進されなければならな

本市では︑同和対策を市

て歌うコンサートで︑奈良た

い﹂と述べ︑地域改善対策

政の基本施策の一つとして︑

地域改寿策事業を悲速か

ート﹂を開催します︒

同和対策審議会答申や地域

宇治消防分署︵豊⑩8759︶︑

市政の基本施策

同和対策は

女子50ｍ︑男子初級︵2段以

＝黄栗自衛隊弓道場▼種目・・・

19日聞に順延︶▼コースー京
都駅よバス︶←高山寺←神護

市役所玄関または企画課で無

競技＝9月9日剛︑午前9時

2日間︑午後1時から⑤近的

▼とき・：Ｏ潭叩競技＝9月

︿弓道の部﹀

市民総合体育大会

でお申し込みください︒

ボールの試合など︑専用使用

とになっていますが︑ゲート

に自由に使用していただぐこ

は︑当面の間︑市民の皆さん

なお︑ゲートボールマート

池109−15・河野弥一さん︵豊

同和問題と人権

保障が不十分な状況におか

んぽぽの会が昭和五十年から

込み・問い︿Ｂせ・：公社事務

つ総合的に推進するよう努

前10時1午後零時半▼とこ

ろ・・ふ倉公民館▼内容⁝焼

き杉で来年のえと︵牛︶を

製作▼指導・・・宇治市野外活

動受器員・林正剛さん▼

対象・・・4年生以上の小学生

と中学生▼定員・・・30人︵先

着順︶▼持ち物・・・小刀︑綿

の軍手▼費用・・・材料代百円

︵当β持参︶▼申し込み・：電

︵小倉公民館︶

話または直接来館1

映画の集い

夏休み親子

▼とき・ところ：上表の

とおり▼上映作品・・・ｏ﹃ね

ずみのすｌＪカラーアニ

メーション︑11分＠﹃まえが

ーション︑71分▼対鰍：市

み太郎 長編カラーアニメ

内在住の親子︒︵木幡公民館︶

健康教室

近年︑中高年者に︑突然

死や事故死︑また成人病や

精神衛生上の問題など︑健

康上の不安が増加していま

す︒中高年男性のための︑

▼日程・内容・・・左表のと

健硯つくり教室です︒

おり▼ところ⁝宇治市公民

館▼対象⁝市内在住または

市内勤務の成人男子▼定員

習材料費五百円︵第1講時

・・30人︵先着順︶▼費用⁝実

に持参︶▼申し込み⁝宇治

︵宇治市公民館︶

市公民館へ電話か直接来館

で︒

京都府
9月25日心 心の健康
精神衛生センター
午ｆ≪7時〜
（これＨｉけは知ぅておこ ａ ｍ ｝
9時
谷直介所長

めなければならない﹂とし

4

改善対策特別措置法の主旨

︵土曜日の午後と日曜日は除

局へ8月6日から18日まで

く︶︒時間は午前9時〜午後

内91（ａｃ4687）

午後3時半〜5時 宇治市公民館

9月ｌ8日両 体力測定と体力づくり
午後7時〜
市民体育課職貝
9時 （生活の中に運ｔｉを）

忿誓えて︑国や府と協力

藤井佑美ちゃん
槇島町中川原

︵宇治市土地開発公社︶

4時まで︒

自衛官募集

昭和五十九年度の第二次自

衛官募集が始まりました︒詳

しくは︑宇治募集事務所︵豊

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

8／7（火
午後1時〜2時半 小介公民館

3

今なお残る

このぷっに︑同和地区の

圃的な同和行政の推進に努
めていきますので︑市民の
皆さん一人ひとりの︑ご理
解とご協力をお願いト蚤す︒
また︑お互いの基本的人
権を尊重女9つことの重要
性を認識し︑差別のない明

＠7139︶または市役所企

画管理部総務課︵豊⑩314

1︶へ︒︵総務課︶

徳永力雄教授

2

れています︒

教育や就職の機会均等を

問題の解決を

市民の協力で

しながら同和問題の早期解ています︒
決のために︑積極的に取り
組んでいます︒
同和対策審議会答申は︑

るい社会を築くために︑と
もに取り組んでいきましょ

本市も︑同和問題を解決
するために︑市の組織をあ

﹁同和行政は︑基本的には
国の貢任において当然行う

う︒︵同和対策室︶

34の7（ａｃ8290）

午前10時−1時半 木幡公民館

9月8日出
食生活の点検
午ｉｔ6時〜
保ｍ予防課業費士
8時30分
（調理実習）

相対的格差
前回お話ししたぷっに︑
同和地区の人たちは︑差別
によって不安定な仕事や悪
い労働条件の下で働かざる

人たちの仕事や牛活には︑

を得ず︑このことが牛居の
安定向上を阻み︑ひいては

今なお相対的な格差があり

決の最も中心的な課題は︑

偏見を生み出す要因になっ

そして︑それに起因する

同和地区の人たちの就職や

ます︒従って︑同和問題解

経済的問題が敦育︑文化の

教育の機会均等を保障する

ていました︒

面に大きな影響を与え︑子

げて取り組み︑総合的で計

353

宇治巾公民館職貝

●Ｉ

夏休み親子映画の集い日程表

健康教室日程表

ところ

1

中高年者の特性

保健予防諜保健婦

ｉｏ月2ａｗ 友になる生ｉｓｓ？慣
乍ｉ≫7時〜
まとめ
9時

5

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

関Ｂ医科大学教授

9月4日刈
午後？時〜
9時

とき

講師

内容

とき

回

べき行政であり⁝⁝部落差

この欄に掲載するお子さん（58
年8月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

「蔭山」

ことにあるといえます︒

ゆみちゃんは、名前を呼ばれる

多目的広場

μ七たちの学力向上と進路

と「ハアーイ」と言って手を上げ
る、とても活発な女の子です。

▲ゲートボールコートが整備された蔭山多目的広場

⑥

8月1日発行第673号
1984年（昭和59年）

宇1台ｒｆＪ彭（だより
（3）

宇ｉ台

第673号

市丿攻だより
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●ｌＯ日（宇治市役所10時〜正午と13時〜15時半、第二岡本病院10時〜正午と13時〜15時）、24日（丸山百貨店10時〜正午、宇治病院13時〜15時半）、27日（ニチイ大久保店ｏ時〜正午と13時〜15時半）。（保

8月1

不用犬・猫の引き取り

0日

の日程は、59年度版「市民カレンダ−と
●青少年相談（27日、市民会館13時〜16時）。●京都府交通事故巡回相談（8、22日。京都府宇治地方振興局豊⑩2970、9時〜16時）交通事故の法律問題。示談のしかたなど。
手びき」に掲載。ご利用ください。
このほか、市政相談と一般生活相談は
市役所市民相談室で、消費苦情相談は商
工観光課で。教育相談は教育委貝会で、
日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相
談は1月〜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（酋⑩8698）
で。高齢者職業相談・（無料）は毎週火・
金曜日の9時〜16時に総合福祉会館2階
の老人福祉センター（Ｂ＠5652）で。

打ち上げ花火3000発

恒例の宇冶川納涼花火大合一

が八月十Ｒ吻︑塔の島畔で開

かれまず︒打多よげ花火三千

発︑エリマキトカゲな芦趣向

か刄石した仕掛け花火が︑夏

ｍ族号︵一ってお楽しみく

の夜窒芒彩りまず︒

ださい︒

レート︵午堡︵時︑雲裾

▽プログラム・・・府警音楽隊パ

通︶︑たそがれコンサート

︵午堡︿時︑中の島︶︑花

火点火︵午後八時︶︒

詳しいことは︑八月上旬の

新聞に折り込むプログラムを

琲落観光協会︵豊⑩333

︵商工観光課︶

駐車鳩所

Ｑ覧ぐださい︒お問い命石せ

4︶へ︒

そよかぜ号巡回日程

駐車時間

宇治市公民館前

地区

宇治市公民館前

日

3・6・01・ｏ0〜1・3

30〜114⁚
六1
地0
蔵公会堂前

13日卯 宇治

31

14⁚30〜16⁚
御1
蔵0
山小学校

岡屋小学校

明1
星0
保育園上ル
13⁚30〜14⁚
梅垣タバコ店前
4・05・01・3〜1一5

3・04・01・311・2

3・6・01・00〜1・3

六地蔵

御蔵山
広岡谷

東南山

14⁚50〜16・
木ｏ
幡公民館前

27日ｇ 宇治

28日ｓ

29ｍＳ

岡屋
30日Ｅ
木幡

ご協力參お願いし康ｙ︒受

Ｓ4111111

け付けおよび連絡は︑市民

宇治市民図書室︵ａ04049︶

刄本の寄贈差筰妬けた

図書室︵宇治里尻71の9︑

の寄贈を営け付けています︒

ところ多くの市民の皆 λ

さ04049︶まで︒なお︑

︵中央図書館︶寄贈本を募集中

から申し出があり︑蔵書目

市民図書室は︑中央図書館

中央図書館の開館に向け

標の五万冊にあ三歩とな

倉蔑するまで休室中です︒

拘禁巡回しているぶま

︵市民図書室︶

か貿ｙをご利用ぐださい︒

りました︒ご協力あ口がと

開館日には︑一冊でも多

うございました︒

くの本參天えて利用して

移動図書館

宇治川納涼花火大会

社会福祉協議会の法律（定貝ｉｏ人）・年
●14日（木幡公民分館10時40分発、小倉公民館10時50分発、旦椋公会堂ｎ時10分発。宇治保健所11時30分着）。（環境保全課）
金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、
相談あんない
行政・人権・消費生活・精神薄弱者相談

いただこうと︑引き続き本

保健・衛生・相談・移動図書館(8月分)

献血

8月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）し尿（城南衛生管理組合電話075−631−5171）

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
小倉町（奥畑）南陵町（全域）羽拍子町（国道筋を除く全域）118神明（全域）宇治（蛇塚、大谷、野神一部）琵琶台（全域）広野町（小根尾一部）
124西浦一部、新開、平野府営住宅．折坂一部
225福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
327車ｍ一部、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
428車田．丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）．谷下り（国鉄以西）
629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
730西浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）、南端（国鉄以東）
開町（国道筋を除く全域）220広野町（小根尾、大開、尖山、宮谷、中島、丸山）
831芝ノ東（府道以東）、広岡谷．南山（Ａ）、中村（さつきヶ丘）
99／1南山（Ｂ）、金草原
西大久保府営住宅（1〜20棟）
109／3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
広野町（桐生谷、一里山、東裏．寺山、国道筋を除く西裏・茶屋裏）119／4北畠、桧尾、須留、平尾
169／5花揃．赤塚．陣之内（国鉄以東）．御園、御蔵山、畑山田．北御園、正中（国鉄以東）、町並一部
321大久保町（北ノ 山、山ノ内4南ノロ、大竹．上ノ山、久保）
179／6北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町．畑町、炭山全域
西大久保府営住宅（21〜32棟）
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、徳永、柿ノ木町、18一丁目、札ノ辻町、紺屋
安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒．新中
20内畑、西中、中村（国鉄以西）．大瀬戸（国鉄以西）、壇ノ東、西浦、熊／ｈ路．南端（国鉄以西）
21大林．梅林、芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部
ノ荒、ウトロ、南山）422開町（国道ｍ）
23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
7笠取
広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派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、ｍノロ一部）
宇・治（半白）
23小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）6羽拍子町（国道筋）

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・関町・大久保町地域
730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、南ノロ一部．西裏、寺山（国鉄以西）、831寺山（翠光園団地）

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市
724道筋以南の西側）伊勢田町（遊田、砂田）

寺山、大開−部、宮谷、尖山一部、丸山、一里山（府道以肘、市道以東）、中島、99／1石塚（心華寺通り以西）
109／3東裏．一里山、桐生谷、開町、石塚（心華寺通り以東）、宮北一部
119／4小根尾、大開一部ｉ尖山一部．一宮東、宮西、宮北

西大久保府営住宅（33〜43棟）

小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南尽信前827までの市道筋以北の西浦） 野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権現町）、琵琶、若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、169／5壱番一部（宇治橋
伊勢田町ｍｍ田）

179／6下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里ｍ．（国政以南）、塔川
18蓮華、乙方、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

928；暑Ｕ鯵）。ｕ
・＾≫）

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、20池山、谷下り（国鉄以東）、出口

木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ1029内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山
し尿収集日程の変更のお知らせ
小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
畑、国鉄以東の正中・東中）
8月13日〜15日までの3日間については、沢清掃工場の維持管理に伴う定期点検整備のため、定期のし尿収集は行いません。なお、このことにより8月
し尿収集の届け出を
24東山ヽ天王ヽ寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、1十一（大川原線以東、国道以東Ｉ、
六地蔵（全域）木幡（河原、北島、西中、内畑．大瀬戸、西浦、
家族や同居人に増減があったり転出転居、浄化槽設置などでし尿収集届出に異動があったときは、市役所清掃事務所へ届け出てください。（城南衛生
225寺内、西浦
1130中村、南山畑、南山．南端、国鉄以西の正中・東中）
327南堀池（本通り以北）、南堀池（本通り以南）
428南ｍ池（大和、田中）、堀池
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒．井尻、629中ノ田、 名木、浮面、安田
木幡（ｍ小路）五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古がｉ、北ｙ庄、西川
1531原、壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、西浦．新開、平野、折坂、福角、−・二・三番
割、国鉄以西の芝ノ東、高峰山）蒐道（平町）
五ヶ庄（大八木島．上村、岡本．日皆田、一里塚、戸ノ内、京大宿幽）

30中山（近鉄以東）ヽ大谷ヽ西畑ヽ中畑

ヽ春日森ヽ―ノ坪ヽ島前ヽ7大町、大川原、中川原（大川原線

831中山（近鉄以西）、毛語、若林
99／1羽拍子町
109／3蛇塚、弐番（府道以北）、池森、米阪
119／4ｉｔＯｊＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（国道以西）、

蒐道（平町を除く・全最）169／1明星町（全域）

169／5戸ノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）．里尻（国鉄以北）．小桜
179／6東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
18南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
20南浦（100〜110、84〜9ｅ、30〜33）、大只団地、山際一部
字治（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、 21南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
志津川（全域）宇治（山本、乙方、東内、又振、山田）

179／3池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）白川（全域）
折居台（全域）

山際、半白、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡貫、22郡、石橋（大川原線以東）
泗老ノ末、久保、西山（国道以東）、ｍ池
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