あすの暮らしはわたしの手で

第4回

宇治市消費生活展

☆11月10（土）・11日（日）文化センターで☆

宇治市長選挙

十一月十・十一日︵午前十時

第四回宇治市消費委握が︑

▲着色料検出テストは、入場者の大きな関心を

潰石Ｕために避けることの

べての人にとって︑毎日の生

は﹁あすの暮らしはわたしの

消費委服の今回のテーマ

ぷそきな小物類聚展示︒

イッシュカバーや人形︑花な

金銭にと芦蛋京巫命や健康

故が起孜だ場合︑その被害は

対的に乏11に⁚Ｉ︑商品による事

も︑商品についての知識が相

は送り手である生産企業より

家族で︑お気軽にご来場くだ

から見直してみまし1つ︒ご

わないよｙつに︑ご自分の家庭

便さの中で︑大切なもの金︸ハ

表や問題畏｀を行いまず︒簡

康﹂を中心に︑調査結果の発

員にご相談匁

対する苦情は︑消費牛活相談

処法なぐぃ︶︒また︑それらに

故商品の展示や訪問販売の対

用意︒人体に危害を与汲だ事

暮らしに役立つ各種情報を

★生活情報コーナー

◇◇◇

須︑包丁研ぎ器︒

器ヽ男性用靴下︑泉水︑急

結果と実物奎展示︒簡易掃除

消費牛活モニ ター試買調査

にまでおよぷ場合があり未丁︒

さい︒入場は無料でｙ︒

一般には︑祠呑ｒについ

館で開かれ康ｙ︒

市文化センター内の中央公民

れていないぷつです︒しかし

て︑＝晟はあま昨深ぐ意識さ

私たちは︑賢い消費者になる

剤で洗った衣類は︑洗剤に含

トンネルを通ると︑合成洗

▼ところ・・・中央公民館ロビー

一日㈲︑午前十時〜午後四時

▼と亭・・十一月十Ｅ出土

染めヽ髪ヽ｀俘羞糸な

まれでいる蛍光剤が発色1ま

のでは・・・？

ど︒

外▼出品展示・・・茶︑陶器︑茶

協議＜ｆｉの主催で詐ｐれまず︒

宇治︑城陽︑久世産業振興

フェアーも開催

宇治地場産業

事実上︑自給自足の不可能な

よラ努めましょう︒

11月4日（日）

11月3日出
す︒あなたの衣服も発仏ずる

錘・保存食の紹介・米の上

★モニターコーナー

朱と吊μもの健康︒

で︑服部宏さん︵四十四歳︶が

このほど︑九月定例市議会

九年十月八日か息︿十三年十

服部さんの任期は昭和五十

です︒

八月三十一日予満了したため

委員の山本泰雄さんの任期が

服部さんの選任は︑前教育

も再任同意されました︒

また︑宮城宏 兄︵五土ハ歳︶

新教育委員に選任同意され︑

宮城さんは再任

教育委員に服部さんを選任

座買い方と炊ぎ方・清涼飲
Ｉ婦の消費牛活アンケート調

布の端切れなどで作ったテ

手づくりコーナー

識しましょう︒

お米のおいしさと栄養を再

︹おにぎり試食コーナー
11111111111一一

一耳結果・クリーニング事故の

洗剤の問題・ごみの問題・

男生思状況・飲み水の問題

催し物のご案内
パネルの外︑実物や模型な
昂展示︒大人も子ぐＲ薬
⁚あ︑ちょっと驚き︑そして
応になる内容です︒
水・環境・食生活・健康︵展
示︶

雇・書累加物と食品公害
・成人病が防ぐ食生活・栄養

が出回り詞と匝咆・Ｓ季り

★体験コーナー

現代では︑私たちすべてが消

当然のことながら︑消費者

手で1かが乱器 ﹂︒そし

宇治市民文化祭を
文化センターで開催
﹃﹁水・環境・食牛活・健

宇治市文化センター開館記念

できない問題といえ未了︒

台口﹂下車︑徒歩一分︒

鉄大久保駅から﹁太陽が丘﹂行きで︑﹁折居

︵交通案内︶京阪宇治駅︑国鉄宇治駅また近

宇治市文化センター

費者であり︑消費者問題はす

1午後四時︶の二日間︑宇治

文化会館で

発表の部

月七Ｅまで︑宮城μんの任期

合奏

謡曲

三曲

市では︑十月二十三Ｂ付

で機構の一部改革奎行いま

した︒これは︑早治市文化

センターの開館に向け︑市

民の皆疹かの文化箔動に︑

教育
機関

︵教育委員会総務課︶

りました︒

民館と連携を図ることにな

に地区公民館としで中央公

れ︑木幡・小盾の二館と共

民館諾否公民館と改称さ

拡大再編︒なお︑宇治市公

館の図書係へと︑それぞれ

じぐ市民図書係は中央図書

央公民館の公民館係へ︑同

宏吊公民館の事業係は中

歴史資料館に移行し︑また︑

ｌｉＫでい怠2史資料室は︑

これまで市長部局に配置

一係の組織となっでいまず︒

三館か薪設︒それぞれ一館

中央図書館︑歴史資料館の

会の教育機関に中央公民館︑

今回の改革で︑教育委員

す︒

供するために行ったもので

よひ充実したサービスタ提
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教育長

宇治市小倉公民館

ます。ご家族おそろいで、ご来場ください。

は昭和五十九年十一月一日か

宇治市木幡公民館

宇治市文化センター開館を祝う記念行事

企︿十三年十月三十一日まで

宇治市宇治公民館

として、市民文化祭が11月3日から開かれ

です︒

宇治市中央公民館
（公民館係）

中央公民館など3館を新設

展示の部 中央公民館で
11月3日＾トフ日齢・・生花・木石・盆栽・お
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文化センター開設に向け

合唱

小ホール

機構改革

午前の部 午後の部 午前の郎 午後の部
1脚〜正午 1時〜5時 9時〜正午 1時〜5時

よ

会場付近図
一による食事診断・生鮮食料

服部宏さん

K羞t粋〜 吟詠

事務局

呼びました（前回の消費生活展で）。
゛

おにぎり試食コーナー

大ホール 開会式3B
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宇治市教育委員会の新機構図

・市内各河川の汚染度︑生
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青少年問題の悩みなどお気軽に

発行京都府宇治市

価ご

さの中で大切なものを失わないよう、自分自身の家庭を見直しましょう。

消費生活展は、安心できる暮らしを築くために、互いに考え合う場。便利

字治市史
の窓
文禄三年︵一五九四︶︑
豊臣秀吉は伏見頴と城下町
伏見の建設にとりかかるが︑
それとともに︑伏見の南に
広がる巨椋池の中に︑京治
から横島か経て向島に至る
堤︵横島堤︶︑それに小倉
・向島間︑淀・向島間にも
堤︵小倉堤︑淀堤︶夕桑き︑
きりに伏見と向島ｍぷた

辻さんは︑小倉村村会議員

に記述した﹁早治市史年表﹂

年までの歴史事象を年代順

弥生時代から昭和五十七

た﹁宏吊呂︵全ハ巻︶

留で送金してぐださい︒ま

一番地︶あてに必ず現金書

料館︵早治市折居台一丁目

円を加えて︑字治市歴史資

力洽れました︒

恬￠れるなど︑地方自治に尽

間宏吊農業委員全賞翠歴

昭和二土︿年七月から千八年

委員︑人権擁護委員︑そして

．﹁宇だ市史年表﹂︑ただ

幼児には︑必ず保護者が同
伴で︒︵小倉公民館︶
小倉公民館

をお祈りいたし柔7．

文化センター内︶の開館記念

行事として︑映画会や講演心一

などを開雁垂ｙ︒

︿映画﹀

▼とき・・・11月4日面︑午前

11時〜正午▼ところ・・・中央図
書館集会室▼テーマ・・・お茶の

記行事時間中は除ぐ︶▼とこ

9時〜午後5時︵ただし︑前

審査するのが主な仕事です︒

たことの碑しあし忿倶重に

侯補者名簿に蔑ついて︑再

村から提出された審査員の

察審査会では︑管内の市町

候補者か選び拿ｆ︒京都検

だき示すぷっご協力くださ

進んで務めを果たしていた

の乗客数は約四割ア″プし

電化開業以来︑栄治駅で

てい未了︒現在の増車分は

関の充実が図ら元ていまず︒

跨線︵こせん︶橋の設置・や

あぐまでも臨時列車であり︑

国鉄では電化鷺機に︑宇

数々の観光の催しを企画︒

さい︒︵企画課︶

斉に発売0ぜひご利用くだ

日︶の午前十時から全国一

乗車の一ヵ月前︵前月の同

込んでぐださい︒指定券は︑

⑤2061︶へ電話で申し

は︑地元の国鉄宇治駅︵豊

指定券や遠距離のきっぷ

り︑即時に購入でき未了︒

定席券︶がオンラインによ

・グリーン券・寝台券・指

国鉄全線の指定券︵特急券

﹁みどひの窓口﹂では︑

ってい未了︒

算機が導入されることにな

は︑利用数が多いと大型電

また︑﹁みどりの窓口﹂

になります︒

なければ取り消されること

この一年間の利用客数が少

快適で利用しやすい交通機

治駅を拠点駅として整備し︑

全線きっぷを即時に

﹁みどりの窓口﹂が開設

進めることが必要です︒

Ｍｉｌ・期に実現させるためには︑沿線住民の利用を

が開設されました︒電化開業から︑今後の複線化

発しでいる外︑この程︑宇治駅に﹁みとひの窓口﹂

た国鉄奈良線︒住民の利便を図るため︑電車ｍ

十月一日の電化開業で︑新しいスタート牽きっ

宇治市息居労者の辻栄次郎さん︵伊勢田町毛語一〇一︿︶は︑十月十一日︑老衰のため死去され声巡︒八土ハ歳︒
自治功労者
吉のこの土木事業により︑

を市文化センター内歴史資

も発売していまず︒第二巻

や宇治市会議員︑宇治市民生

この交通体系の変化は︑
宇治が担ってきた機能は伏

料館で発売していまず︒価

辻栄次郎さん

宇治にとっては非常に不利

代となるが︑宇治は︑交通

見に移る︒まもなぐ江戸時

格は一冊四千円で︑購入を

は品切れ︒価格は各巻四千

代に︑郵送実費として五百

益鶯被っだ︒そのひとつは

の面で非常に不利益な条件

円です︒

いま発売中です︒

いは東国夕結ん宮是奈良

大和街道の新設で︑京・奈

で新しい時代を迎兄たので
希望ずる人は歴史資料館ま

５垣してきた︒しかし︑秀

街道と︑田原道のほかに︑

良間の通行は︑今までの奈

でお越しぐださい︒また︑

ことになる︒

新たに︑宇治と伏見羞ぷ

良街道に代わって大和街道
ある︒

古ぐは︑奈良と京都ある

た︒

道︑小倉から伏見に至る道

が利用されるぷつになり︑

東国受話ぷ中継点であった
お話し会

︿講演﹀

年当時の宇治の風景︶︒

10時半ふ⁝時部分▼上映フ″
ルム・：﹁宇治の春﹂︵昭和26
團︑いずれも午後3時Ａ時

ふるさとまで日本茶の歩み

▼とき・：11月4日面︑午前

お話し・・・﹁絵本のき会員▼

Ｉ▼講師・：歴史資料館職員︒

︿資料の展示﹀

についての読書相談コーナー﹂

▼とき・・・11月4日剛︑午前

も同時に開いてい季ゐで︑

品⁝中央図書館所蔵のお茶に

ろ・・・中央図書館簒壁▼展示
︵小倉公民館︶

関する本︒

各行事とも無料です︒問い

◇

合わせは中央図書館︵雲⑩1

審査員は法律の専門知識

びくじで審査員か庚めます

511︶へ︒︵中央図書館︶

な戸ほ必要なぐ︑一般の健

者や学生など

選ばれた審査員は︑老齢

全な常識を備えていれば十

宇治市中央図書館︵宇治市

開館記念行事

中央図書館の

ご利用ください︒

クル会員による﹁子戸もの本

ださい︒また︑児章又学サー

当日︑直接会場へお越しぐ

対象・・・幼嘔示学校低学年︒

芝居︑ストーリーテリング▼

育室▼内容・：読み聞かせ︑紙

半▼とこる・・小倉公民館内保

▼とき⁝11月14日叫28日

ここにつつしんでごめい福

の二つが新設された︒特に

宇治への通過が減少したこ

宏躍や岡屋津が︑横島堤

圭−7

後者は︑寺田︵城陽市︶−

伏見・東国発結ぷ主要街道

の築堤によって︑その機能

︵小倉公民館︶

分︑﹁ケンちゃんミカちゃん

メーション﹁しろいぞう﹂13

公民館▼上映フィルム・・・アニ

1時Ａ時半▼ところ・・・小倉

▼とき・：11月10日出︑午後

第ｉｎ回子ども映画会

小倉公民館

内91︑豊⑩4687︶へ︒

︵歴史資料館︶

大久保Ｉ小倉−伏見の大和

に成長していく︒また水上

を伏見港に奪われ︑両津は

どのぷつにして土器を作つた

郵送を希望Ｔ9人は︑書籍

と︒いまひとつは︑大阪と

交通でも︑巨椋池か莉用し

ともに︑河港の役割に妬果

おり︑模擬店やお茶席︑親子

のでしよシか︒あなたも縄文

﹁縄文式土器とは﹂・実習﹃粘

午後2時〜4時半︑お話し

土で士器づくり﹄︒12月2日
㈲︑午前9時半〜午後1時︑
実習﹃土器夕焼こう﹄▼とこ
ろ・：小倉公民館▼講師・・・市教

不思議な旅﹂21分︒児童劇映

回﹁長ぐつ父さん﹂41分︒

街道と呼ぼれ︑奈良と京・

ていた淀と宇治津・岡屋津

宇治への道

の航路は︑棋島堤によって
たさなぐなったことである︒

道と宇治川の結節点に位置

巨掠池と竿治川が分断され

し︑水陸交通の要衝として

古代以来︑牢治は奈良街

り︑代わって淀・伏見︑伏

たために就航が不可能とな

見・宇治間に船が就航する

クラフトコーナーなａｊ≪5設け

行委員会︑・宇治市木幡公民館

▼日程・内容・：Ｈ月17日出︑

土器を作つてみませんか︒

▼日程・内容・：左表のとお

ホチ︒

り▼会場・：木幡公民館▼共催

︵木幡内畑34の7︑豊⑩82

・：第4回木幡公民館まつり実

手﹈︒ことしも︑第1部つ

目互交流を図るために開いて一い

90︶︒︵木幡公民館︶
◇

育委員会職員▼材料代・：三百
円▼対象⁝小学校4年生以上

検察審査会とは

交通事故︑詐欺︑おμｒし
など︑犯罪の被害にあった

分に果たすことができます︒

法律で認めら

れた握口外

は︑辞退でき

ないことにな

つてい未了︒あなたが検察

市選挙管理委員会では︑

い︒︵選挙管理委員会︶

審査員に選ばれたときは︑

十一月二日に選挙人名簿に

審査員の選び方

検察審査会

ごぞんじですか

のに︑検察官が犯人を裁判
にかけてぐれないＩこの

よラな不満が
ある人のため
に検察審査会
制度がありま
す︒
検察審査会では︑広ぐ選
挙権のある人の中から選ば

驀ついて︑くじで審査員の

利用高めて早期複線へ

め豊後橋︵観月橋︶を架橋

事業によって︑南山城とり

した︒秀吉によるこの土木

わけ牢治や淀の地形が一変
したことはいうまでもない
が︑築堤にともない従来と

第四回木幡公民館まつりが十一月十一日から始まります︒文

11日から木幡公民館まつり

宇 治の諸道
れた十一人の検察審査員が︑
一般の市民を代表して︑検
察官が事件を起訴しなかっ

が拠点整備

国鉄
「宇治駅」

化・芸術の秋−サークル活動の発表や地域の皆さんの力作を

このまつりは︑日ごろ公民

どい︑第Ｈ部展示に分かれて

小倉公民館
第37回ジュニア教室

部

はちがった交通体系になっ

佼艇店ぉ茶席（一席200円）
11月18日剛
午前10時〜午ａ3時

の児童・生徒▼定員・・・30人︵先

11月18日（日）
午前ｌＯ時〜正午
午後ｉ時−3時

親子クラフトコーナー

着順︶▼申し込み・・・材料費を

絵両．陶芸、方道、俳句、ちぎ・Ｉ絵．
1ＵＪ17日（Ｈ，18口（11）
ハッチワーク、ｓａ芸植物、
午ＩＭ9時〜乍後4時 その他手Ｘ芸品、活動発表など

今から二千年前︑縄文︵じ

第

添えて小倉公民館︵小倉町寺

ＩＩ

よラもん︶時代の人たちは︑

第4回木幡公民館まつり日程表

館や地域妥錫している人々
の一年間の活動成果を発表し︑

ト市民の力作を鑑賞︵昨年の木幡公民館まつり︶

11月18ＥｌＩＩＩ）
午後ｉ時半〜3≫？半 陶芸実演

第

11月11日剛
午前ｌｌ時〜午後2時 模擬店

部

午前10時〜午後4時

1

内容
日時

ｕ月11日剛

体操，コーラス、新舞ｄｉ、謡曲、
詩吟、太伍拳、空手這、古武道、
人形劇、映画（アニメーション）

部

（その112）

ぜひご鑑賞ください︒多数のご来館をお待ちしています︒

活動の成果を発表

1984年 （昭和59年）11月1日発行（2）
り

宇1台ＴｆＪｊ攻だよ
第682号

▲電化により利用客が4割アップ（国鉄宇治駅）

384

十五日出までに現在入所中の

明書などを十二月十日囲から

保育園の十ヵ所︵園︶です︒

所と明星・あさひ・くりくま

倉・小倉双葉園・大久保保育

人は︑六十年一月三十日困︑

これらの制度を希望される

に︑個人の家庭で保育かずる

また︑保育所︵園︶のほか

んでください︒︵保育課︶

後三時までに保育課へ申し込

三十一日俐の午前十時から午

しています︒

保育所︵園︶へ提出しでｙｙだ

昼間里親制度の利用者も募集

会

市農協東 協大 儒ｇ
協

都駅正面東口京都バス乗車場

は18日︶︑午前8時半︑国鉄京

▼とき：11月Ｈ日㈲︵雨天

市民歩こう会

3141︶︵学校教育課︶

︵11月28日は午後1時半Ａ

はいずれも午後7時〜9時︒

▼日時・場所・：右表︑時間

り説明会を開きます︒

もので︑実施に際し次のとお

七年度地方税法の改正による

実施され未了︒これは︑五十

上の農地にも宅地並み課税が

宇治宇治 宇治 宇需宇治 宇治 宇治

して行幻れ未了︒
最近の宇治地域の暴力団は︑

ろ山落市文化センター▼申
し込み・・・市販の履歴書に必要
事項を記入し︑⁚11月1日から
5日午後5時までに宇治市文
化センター事務局へ︒郵送不

街灯料金の補助

可︒︵市文化センター事務局︶

市整備失対事業課へ提出欠
︵都市整備失対事業課︶
教育講演会

▼とき・・・Ｈ月9日宙︑午後
1時半〜4時▼ところ・：宇治
市文化会館小ホール▼演題と

月輪寺〜清滝︵解散︶約15＊

︵健脚向き︶▼持参品・：弁当︑

水筒︑雨具▼交通費・：各自負

担▼問い︿Ｂせ・：木村長次さ

︵市民体育課︶

ん︵豊曾633︶へ︒

︱乳児期から中学生までＩ府

1日出の毎週火・土曜日で8

▼とき・・・Ｈ月6日㈹〜12月

バドミントン教室

立聾学校教頭︑藤井進さん▼

講師・・・﹁子戸石の発達と教育﹂
市では︑町内会や自治会が

表面的な動きこそ目立たなく

管理する街灯の電気料金を補

なりましたが︑手口が悪質︑

9時半▼ところ・：岡屋小学校

日間︑いずれも午後7時半Ｌ
補助する額は︑①街灯数×

保育・：2歳以上の幼児▼問い

助します︒

合わせ・：学校教育課へ︵豊⑩

巧妙化し決して予断か評さな
い状態となってい乖ｙ︒また︑

身一体障害者で健康保険被保

は︑十一月三十日までに福祉

が受けられます︒該当する人

け適用され求心で︑ご注意

療機関歪諺拳受ける場合だ

体障害者福祉法による指定医

三十日以降は︑従来どおり4

けに限ら元てい未了︒生月

でに申請手続きかされた人だ

なお︑この特例は︑期日ま

課刄于続きをしてぐださい︒

険者本人については︑・これま

少年の問題行動は︑低年齢化

協横 協宇
／Ｊ＞倉
鳥支 治支 場
支店 店
店

お問いｉＫｉ＼は福祉課︵豊

所
在
地

る週間 が始まり未丁︒税金

かｍしぐ理解していただぐた

めに︑次の行事を催しまで﹈︒

ぜひ︑お越Ｌ￥ださい︒

▼とき・とこや・・11月12日

︿税金なんでも相談室﹀

囲＝ニチ丿大久保店︑11月13

日脚ふ落市民会館︑時間は

いずれも午前10時〜午後4時

治市・税理士会︒

▼主催・・・税務署・京都府・宇

時半と午後7時19時︶ｙ問

まで︒︵社会教育課︶

か社会教育課︵豊⑩3141︶

本茂樹さん︵き03145︶

▼申し込み・問い合わせ・：岡

参加費⁝テキスト代など実費

︵経験不問︶▼定員⁝20人▼

治公民館▼対象⁝高校生以上

午後7時19時▼ところ・・・宇

3月1日困までの毎週水曜日︑

▼とき・・・11月7日困〜60年

市民マンドリン教室

︱︶へ︒︵市民体育課︶

︵市民税課︶

囲〜14鳳Ｔ京都近鉄百貨店︒

▼とき・ところ⁝11月12日

︿税に関する催し物﹀

出〜13日脚←大丸京都店︒

▼とき・ところ⁝Ｈ月8日

︿みんなの暮らしと税金展﹀

み・・・市民体育課︵き⑩314

人▼参加料・：五百円▼申し込

館▼対象⁝社会人▼定員・：30

時▼ところ・・・横島小学校体育

日間︑いずれも午後7時19

1日出の毎週水・土曜日で8

▼とき・・・Ｈ月7日出Ｉｐ一月

卓球教室

⑩3141︶へ︒︵市民体育課︶

▼申し込み⁝市民体育課︵豊

定員・：30人▼参加料・：五百円

体育館▼対象・：初・中級者▼

︱税を知る週間︱

税金なんでも相談

ｋＢｔ・：資産税課へ︵豊⑩
十一月十一日から︒税を知
3141︶︒︵資産税課︶

協本宇治 久保 雲
店 支店 支店 店

さい︒

産休明け・昼間里親保育
申し込みも受け付け

就学時の健康診断

市農 市農 市農

市農 市農

保育所の入所申請
指定日までに申し込みができ

12月11日から受付を開始
申込用紙は︑十一月十二日
ない人は︑十二月二十八日胞︑

月分︵
244円︶Ｘｐ一ヵ月×3分
のＩ︑②10月分電気料金χ︵Ｍ

％

ください︒

コース菟二小→太陽が丘→市役所→菟二

昭和六十年度の保育所入所
聞以降に各保育所︵園︶また

11月5日から各学校で
んには︑十一月初旬までに個
人通知を1示ｙ︒就学予定の

市教育委員会では︑十一月
五日から就学時の健康診断を

年度の︑三・三平方メートル

既に宅地並み課税がされて

当たりの評価額が︑三万円以

いる農地に加えて︑昭和六十
届かない場合は︑教育委員会

幼児ぱ︑必ず受診してぐださ

来年四月から小学校へ入学

学校教育課︵豊⑩3141︶

い︒なお︑期日までに通知が

するのは︑昭和五十三年四月

各学校や好い毒了︒

二日から五十四年四月一日ま

までご連絡ください︒

︱入︒○技術職員・・・昭和23年

ヵ月×3分の1のラち︑①ま

けい光灯20Ｗの定額料金一ヵ

Ｈ月1日以降に生まれ︑市内

すでに︑各町内会長さんに

たは②の多尽か低い方です︒

︵教育委員会学校教育課︶

でに生次れた幼児です︒対象
となる子μもの保護者の皆さ

在住で高等学校電気課程卒業

話 凋 ％卯詣 謡 詣（月） 月日

⑩3141︶へ︒︵福祉課︶

−Ｏ −○ −Ｏ −Ｏ
○5
電話
12 25
44 21 30 Ｏ6
72
41− 5○−
51− 38− 07− 36− 番号
1−

ところ菟道第二小学校運動場（雨天中止）

昭和六十年一月三十一日ま

申請の受け付けを次の要領で
でに出生届け出がされた︑生

も保育の申し込みがで或歪す︒

堡ハ週間以上の乳児について

昭和六十年度も引き続いて

午後三時まＩ居行け康す︒

申請には︑母親の在職証明

︿引き続き入所希望の場合﹀

昭和六十年四月一日現在で︑

申請書と保育できない旨の証
幡・善法・宇治・横島・北小

対象保育所︵園︶は︑北木

書が必要です︒早めにご用意

入所を希望される人は︑入所

ください︒

書など保育できない旨の証明

幼児で︑母親が家庭または外

︿入所受付日と場所﹀

生堡︵ヵ月以上六歳末満の乳

で仕事をしていたり︑病気な

なお︑やむを得ない事情で

下表を参照してぐださい︒

どで保育ができない場合に限

︿申込用紙と必要書類﹀

ります︒

木幡平尾
演口雅行ちゃん

程度の学力を有する男子︒︱

宅地並み課税農地の説明会日程表

申請書をお送りしてい未了の
人︒︿第Ｌ次試験﹀▼とき・・・
前務
にの
集知
合識
ｙ夕
コ肴
ーす
スる
＝女
・子
四︒
都駅〜
︵財︶宇治市文化センター職員を募集Ｏ事務職員⁝昭和27年Ｈ月1日以降に生次れ︑市内在住で高等学校卒業程度の学力と経理事
で︑十一月三十日胞までに都
Ｈ月7日困︑午前10時▼とこ
︵バス︶〜清Ｍ−愛宕神社〜

お知らせ

11月19日から7会場で

の傾向が見られ︑家庭と学校

で更生医療の適用はされませ
んでしたが︑去る十月一日か
らの健康保険法の一部改正に
より︑本人一割負担が生じた
ため︑健康保険法本人につい
ても︑身体障害者福祉法に基
づく更生医療の適用がされる
ことになりました︒
また︑九月三十日以前から
非指定医療機関下ハエ透析を
受けている人についても︑今

育大会京都府準備委貝会・勁京都府体育協会後援／宇治市体育指導委貝会・

宅地並み課税農地説明会

が一体となり︑取り組む必要
があり未了︒
市では︑市民団体夕始め広
く市民の皆さんの参加夕呼び
掛けています︒なお︑当日は︑
会場まで送迎バスが市内を運
行︒詳しぐは︑企画管理部総

▼とき・：11月11日間︑午後

務課へお問いふＢせぐださい︒

1時半から▼ところ・・・城陽市
立寺田南小学校体育館︵城陽

宇治市体育振興会連合会主唱／京都府・京都府教育委員会・第43回国民体

昭和60年度

回特例として更生医療の適用

主催／宇治市・宇治市教育委貝会・第43回国民体育大会宇治市準備委貝会・

﹁不涵﹁抑うつ﹂﹁無気力﹂

に︑住民大命一を開きます︒

︲Ｉ自11ｅ11

各所で︒︵青少年対策室︶

宇治公園︵塔の島︶と市内

善法保育所 善法保育所

この大合一は︑宇治防犯協会

︵企画管理部総務課︶

市寺田新池23︶︒

駅伝競争（11時）．閉会式

なμと言った心理的な健康の
あり方が問題となってきてい
ます︒
次代を担う青少年が︑たく
ましぐ生きる力か垣えるぶつ︑

ン宇治運動・・・Ｈ月25日面︑

地域社会から暴力名蓑し︑
平穏で安全な市民牛屈の実現

12／21（4） 保育ａ

全保育所（園）
12／2咽福祉事務所

が主催し︑宇治警察署︑宇治

小（ジョギング3ｋｍ、駅伝7．2㎞）

広野保育所．ひいらぎ保育園．小倉双葉圃保育所

暴力追放と少年非行防止
宇・城・久住民大会

午前9時半〜Ｈ時半︑府立

三室戸保育園 三室戸保育園．あさひ保冑園．宇治保育所
12／13Ｗ
市︑城陽市︑久御山町が主唱

日程開会式、ジョギング大会（9時半）

いずみ保宵園．横島保育所
小倉双葉園保育所

−＠ −⑩

とき11月11日（日）午前9時〜正午
走大会

いずみ保育園

町大 庄西 保町 田町 町久 町大 若森
町13 浦41 南ノ 中山 保99 幡26 11
□55−
2
1

駅伝競

宇治市民ジョギング

市民一人ひとりの力で健全育

市では︑青少年健全育成強

成余弦進しましょう︒

調月間の期間中︑関係団体と
協力して﹁中学生の主張大命
をはに汲汲の行事を行います︒
皆さんの積極的な参加をお願
いします︒

張大合⁝Ｈ月10日出︑午

木幡保育所北 木 幡 保 ｆ ｉ 所 ． の Ｉ ｆ ） 保 育 園 ． 木 幡 イ 累 育 所 ． 明 な 保 育 Ｓ Ｂ ． な か よ し 保 青 ｌ

横鳥 五ヶ 大久 伊勢 ／μ倉
棋鳥 宇治

「はばたく京都のスポーツ推進大会」協賛参加

女子駅伝選手
と一緒に走ろ
う

○受付時間は、いずれも午前ｉｏ時〜午後3時です。
▲健やかな成長は皆なの願い

は︑福祉事務所保育課でお渡

同胞保育園 同ｍ保−ｎ園．くりくま保ｆｔ88．大久保保育所

しします︒

ｎ／謝

行い未了︒

Ｘごノじ

︿申し込みができる人﹀

（雲＠3141）へご連絡ください。

▼街頭啓発・：1111月4日旧︑午
後3時〜5時︑市内各所で︒

十一月は︑全国青少年健全

後1時半14時半︑文化会

▼第3回宇治市﹁中学生の主

育成強調月間です︒青少年の

12／1ｌ幻
西小倉保育所 伊勢田保育園．ｉＳ浦保育園．西小倉保育所．北小倉（＊育所

を目指すと共に︑少年非行を

勢宇治市体育協会

保育所入所申請の受付日程表
月日 受付場所
ｔｉ象保育所（園）
防ぎ健全育成夕羅一進するため

人工透析にも適用の特例

この欄に掲載するお子さん（58年
11月生まれ）を募集します。広報課

館大ホールで︒

更生医療は公費で

ぱい遊ぶのが大切な日課です。

▼第6回青少年によるグリー

ー健保法改正援よる一割負担ー

まさゆきちゃんは、砂遊びが大
好きな男の子。公園で、元気いっ

問題行動は︑最近やや落ち着

11月10日中学生の主張大会

いてきましたが︑その一方で︑
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全国青少年健全育成強調月間

第682号

1984年（昭和59年）11月1日発行
宇ｉ台ブ市｀ｊ攻だより
3

宇ｉ台ｍＷｅだより

第682号

1984年（昭和59年）11月1日発行（4）

献血
険の利用のしかたなど。
●9日（粟村金属工業㈱13時半〜15時判。（保健予防課）
不用犬・猫の引き取り
社会福祉協議会の法律（定員10人）・年
●13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11時10分発、宇治保健所11時半着）。（環境保全課）

筒型乾電池を回収

金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、
行政・人権・消費生活・精神薄弱者相談
●青少年相談（20日、市民会館13時〜16時）青少年問題の悩みなど、お気軽にお越しください。−●京都府交通事故巡回相談（7、21日、京都府宇治地方振興局ａ⑩2970，9時−16時）交通事故の法律問題、示談の
11月5日から燃えるゴミの収集日に
の日程は，59年度版「市民カレンダーと
手びき」に描載。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、

市では、来る日月5日から筒型乾電池を有害ゴ
ミとして分別収集します。燃えるゴミと区別して

日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相
談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉

決められた曜日に定点に出してください。

会館3階の家庭児童相談室（ａ⑩8698）
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（豊⑩5652）で。

こうなります…乾電池の回収

駐車時間

4・06・01・2〜︱・0

筒型乾電池は

・集める日時燃えるゴミの収集日のうち月・火・水曜に当たる日時。・出し方ｉＳ明のビニー
ボタン型乾電池は
・電気・器具店カメラ店、時計店などにあるボタン型乾電池回収？Ｓへ。

駐車場所

御蔵山小学校

梅垣タバコ店前

六
地
蔵公会堂前
13⁚30〜14⁚
0
0

南部小学校

明
星
保育園上ル
13⁚30114⁚
1
0

4・05・01一3ーー・4

岡屋小学校

万福寺駐車場

3・04・01︱3〜1一2

志津川バス駐車場

4・0５・01・4〜1一3

ｏ・01・0ｌｓＯ〜1・0

汚水処理場横

北小倉小学校

3・04・01︱3〜1・0

南陵第2児童公園

4・05・01・211・2

4・06・01・Ｏ〜1−0

14⁚00〜16⁚
木0
幡0
公民館前

ｏ・01・01ｓＯ〜1・0

日産車体体育館南側

西小倉中学校北門

西大久保小学校

4・05・0︱1011・3

平盛小学校

4・06・01・Ｏ〜1・0

3・04・01・3〜1・2

10⁚00〜11⁚
旦0
椋0
公会堂前

4・06・01・411・0

南
小
倉小学校
10⁚00〜11⁚
1
0
４樋姶切⁝ａり
3・04・01・3〜1・2

伊勢田神社

ユニチカ社宅前

開公民分館前

5・06・01・Ｏ〜1・0

大久保小学校

4・06・01・Ｏーー・0

3・04・01・3〜1・3

そよかぜ号巡回日程

地区

六地蔵

御蔵山

広岡谷

東南山

福角

岡屋

移動図書館

日

6日叫

7日出

9ｍｌ
黄聚

明星町

木幡

13日ｇ 志津川

Ｍ日困

北小倉

南陵町

遊田

旧日圖

20日ｇ

大久保

西大久保

平盛

21日團 緑ヶ原

22日ｇ
南小倉

27日輿 棋島

蔭山

28日ｓ伊勢田

5・06・01ＩＯ〜1・0

宇治市中央図書館︵豊⑩1511︶

開
29日團
広野

保健・衛生・相談・移動図書館︵11月分︶︷

相談あんない

11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ー3141）し尿（城南衛生管理組合電話075ー631−5171）
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
122西 国以、Ｈ．Ｓｆゝノ（府道両側）、南端（国鉄以東）
11／117累警Ｕ詔‰。ｆｆｆｆｌＳ）宇治（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）
224芝ノ東（府道以東）、広岡合、南山（Ａ）、中村（さつきヶ丘）
526南山（Ｂ）、金草原
木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ219内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山
627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
畑、国鉄以東の正中・東中）
728北畠、桧尾．平尾、須留
829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
六地蔵（全域）木幡（Ｍ原、北島、西中、内畑、大瀬戸．西浦、
930北御咸山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町ー、炭山全域
320中村、南山畑、南山、南端、国鉄以西の正中・東中）
1012／1賤箭芒禰：訂譜：昌伊゛岬）ヽ 之内（国鉄以西）、河原、北島、徳永、柿

五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
1212／3内畑丙巾巾村（国鉄以西丿±節戸ｆ国鉄以西）捨ノ吏丙浦能小政南ｆｆｉｆ同鈴以珊
1312／4大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西）西浦一部
木幡（熊小路）五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西川
15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
16西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部
521原、壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、西浦、新開、平野、折坂、福角、一・二・三番・
17福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
割、国鉄以西の芝ノ東、高峰山）菟道（平町） 19車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
20車田、丸山、出口（国鉄以西丿森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、戸ノ内．京大宿舎）
21福角（国鉄以東）、折坂（府道以東）、平野、一番割二番割、三番割一部
20笠取
622菟道（平町を除く全域）明星町（全域）
白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地娃
志津川（全域）宇治（山本．乙方、東内．又振、山田） 122田原、井ノ尻、旦椋、平盛、南ノロ・
北ノ山．山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋表、久保、南ノロー部、西畏、寺山（国鉄以西）、224寺山（翠光園
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、
723池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）白川（全域）
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）826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）

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、526石塚（心華寺通り以
627東畏、一里山、桐生谷、開町、石塚（心華寺通り以東）、宮北一部
728小根尾、大開一部、尖山一部、宮東、宮西、宮北

野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権見町）、琵琶、若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、829壱番一部（宇治橋通り

930下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川

1012／1蓮華、乙ｚ＞λ東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸山本、荒棋、田中、大ａ内妙見、志津川

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、1212／3池山．谷

927回ｍ（．昌訂ｍ＜惣）、ｎ、中ａ、ＡＯｊ）
西大久保府営住宅（ｉ〜2ｏ棟）
・゛町覧％盲Ｐヽ東裏ヽ゛ヽ ゛゛
1228大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、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

−

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域

中山（近鉄以東）、大谷、西畑、中畑、春日森．−ノ坪．島前、122大町、大川原、
224中山（近鉄以西）、毛語、若林
526羽拍子町
627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（国道以西）、728神楽田（山中含む）

829戸ノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）、里尻（国鉄以北）、小桜
ノ荒、 ウトロ、南山）1329開ＨＩ（国道筋）
930東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
1012／1ｍｍ合（4の通り以降〜13の通りまで）
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）
1212／3雨浦（100〜110、84〜96、30〜33）、大尽団地、山際一部
大久保町（田原、0．椋，平盛、井ノ尻、，南ノロー部）
1312／4ｍｍ、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
宇治（半白）・小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）143ｏ
山際、半白、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡貰、1412／5郡、石橋（
し尿収集の届け出を
蒜頴胆？）、ｎ、＃Ｋ．中ｉ、。）
15老ノ木、久保、西山（国道以東）、蓮池
家族や同居人に増減があっ
東山、天王、寺内一部．蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、16十一（大川原線
小倉町（南浦．山際．京銀前から南京信前までの市たり転出転居、浄化槽設置な
1512／3道筋以南の西浦）伊勢田ＴＯ（遊田、砂田）
どでし尿収集届出に異動があ 17寺内、西浦
西大久保府営住宅（33〜43棟）
ったときは、市役所清掃事務 19ｍｍ池ぐ本通り以北）、南堀池（本通り以南）
20南堀池（大和、田中）、堀池
所へ届け出てください。
小倉ＴＯ（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前1612／4までの市道筋以北の西浦）
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、21中ノ田、名木、
（城南衛生管理組合）
伊勢田町（南遊田）
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