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施行︶は︑このほど宇治川橋の下部工事に着手しました︒また︑五

ました︒

勢ノ谷〜薗尨東隼上り︑全長

市内のインターチェンジは︑

四車線の自動車専用道路です︒

パス最長のトンネルであるた
め︑非常駐車帯︑避難連絡坑

ます︒また︑苛疸の府道京都

笠取︑荒県横島に設けら元

が設けられる外︑換気方式は︑
上り線が集じん機付き立坑送

の六・四♂メートルには︑京

宇治線から枚方バイパスまで

排気型縦流式︑下り線は集中
排気型縦流式が計画されてい

滋バイパスと並行して両側に
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市が設こしている水管橋の下

四・三ぷ︶は︑五十九年六月

▲京滋バイパス・宇治川橋下部工事（宇治川左岸）
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に着工した東坑口に続いて︑

向けて進められます︒

の間に設置︒総延長四四〇・

ことし一月から西坑口の掘削

側道がつくら五ることになっ

ます︒
京滋バイパスは︑滋賀県草

ています︒この京滋バイパス

(月)〜18日(土)。

京Ｅバイパス宇治川橋は︑

四μ︵宇治川檎二九四・六討

工事に着手１ ました︒
西坑口からのエ事は︑五ヶ

津市か瓜ｆ治市内を通って京

は︑市内の交通混雑の緩和と

都府久御山町に至る延長二七

広報課。
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庄五雲峰の西南部山裾から東
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下部工事で︑橋脚二十九基が

山間部の振興夕通める道路と
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コックは完全に閉まっているか、火は
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められ︑六十二年秋ごろには

4.あと始末は完全か

設置されます︒六十一年中に

その原因は、いずれもストーブの火を消さなかっ

なたの力作をお寄せください。
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して︑六十二年度に完成する

ストーブの火を消してから給油するごこぼれた油
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が発生。特に、年末年始の２週間に石油ストーブ
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宇治川橋下部工事始ま

放火による火災も増えています。家の周りなどに

燃えやすい物を置かないように注意しましょう。
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▼とき・・・︵こラじ作り︶２

︿木幡公民館﹀

月25日側︑午後１時半〜４時︒
︵みそ作り︶２月27日出︑午

︵小倉公民館﹀

２月12日から斥け付け︒

受講者を募集

日脚か砥甘ｓまでに小倉公

を同時に開いています︒ご利

についての読書相談コ←よ

の該当個所に記入して提出し

面の﹁所得の無かった方﹂欄

民館︵ａ⑩4687︶へ︒

てぐださい︒ 吊民税課︶

︵小倉公民館︶

民館▼講師・・・牛活改善グルー

25日午前︑26R午前と午後に
交代で準備▼ところ・：木幡公

の小倉のようす︑３月10日

し①﹂＝巨椋池のあっなＩろ

午嘗々協﹁小倉の祭

ーリーテリング▼お話し⁝絵

⁝読み立笹・紙芸居・スト

ろ・：小倉公民館保育室▼内容

團︑午後３時Ａ時半▼とこ

と所得税の確定申告の受け付

二月土︿日から市・府民税

申
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目早
に 目に
申告告
お

費・・・約五百円▼持参品・・・エプ

学教授・飯塚久子さん▼材料

康食▼指導⁝京都文教短期大

お 話
話し
し会
会
お

プ︑村田叔子さん▼費用・：材

面︑午前10時〜正午﹃小倉の

本の会会員▼対象⁝幼児と小

けが始まり毒Ｔ︒三月十五日

ロン︑三角灸ん︑布きん︑米

在
宅障宅
害者障害者
在
ティーサービス

料代八百円▼持参品・：筆記用

び▼講師⁝小倉喜老会心一長・

ひかし②﹄︱昔のくらじ・遊

学校低学年︒

の申告期限の間際には︑受け

ティーサービス

具︑エプロン▼対象・・・市内在

当日︑直接会場へお越しぐ

付けが大変混雑し未了︒申告

で︑各家庭で貴任を持って

このまずは宅地内に市が設

みか尽意することが大切

逗叩匹せないぷコ︑日ご
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▼とき・：２月13日困︑27日

住で準備にも参加できる人▼

野口儀三郎さんと歴史資料館

ださい︒また︑児童文学サー
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一・下水道事業の推進一
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取付管や接続車ｙは︑公
共下水道施設ですが︑各家

使用しなければなりません︒

置して管理するとこるから︑

はお早目に︒
市では︑里覇間中は土曜
日も午後五時まで驀符けて
ぃまｙ︒また︑市内各所で出
張受け付けも行い未了ので︑
ご利用ください︒
なお︑前年中に所得の無か
った人にも︑税務事務の手続
良医︑里用紙をお傅￥る

▼とき・・・２月24日面︑午前
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合福祉会館料理講習室▼対象
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︵社会福祉協議会︶
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の味覚忿采しみながら︑文化

健康保険法の改正で︑昭和

﹁健康保険証﹂と﹁印鑑﹂を

す︒まだ申請していない人は︑

最近︑市内で学習教材

し込む︑公的機関推奨を装

しつこくて強引︑長時間話

財や茶室などａ力所のポイン

ト巡り︒スタンプ有り︑クイ

売が行りれ︑

︵参考書など︶の家庭訪問販

人千円︒宇治市観光センター・

販売業者に児

では︑特定の

や小・中学校

ることは決してありません︒

商品か母一薦す
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弓杯
道大弓
会 道大会
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育
長

のこと︒

３︶へ３月1 1は側までに必着

認定か受けている人で交付を

け付けています︒戦傷病者の

乗車券引換証の交付請求m

︵学校教育課︶

課へご相談ください︒

教育委員会学校教育

消費生活係︑または

や市役所商工観光課

ている人は︑各学校

材の訪問販売で困っ

このよシな学習教

してぐださい︒

とが無いぷつ︑十分に注意

被害にφつこ

行き過ぎたも

理を揺さ振る

と︑保護者心

される﹂など

﹁一人取り残

てゆけない﹂

﹁授業につい

問販売では︑

学習教材の訪

まず︒特に︑

之苔があり

ズにも挑戦︒抽選で30人に市

その中には学

校や先生が薦

ぷつに宣伝す

神社と宇治神社︵甘酒︶・興聖

︵茶室︑舟松︶・上林春松本店

る業者が多数

めているかの

︵茶室︑記念館︶・伊藤久本店

目立っていま

す︒

観光案内所・京阪交通社各営

童生徒を紹介

教育委員会

業所で２月１(Ｍ日叫から３月２

︵容⑩3334︶へ︒

したり︑特定

なお︑開催日の午前十時か

訪問販売による苦情には︑

︵商工観光課︶

上競技場▼対象・：小学生男女

問い／ｎｏｔi‑往復はがきに︑

費・・・三千二百円▼申し込み・

女子︑男子初級︵３段以下︶︑

道場▼種目・：○個人︵近的︶＝

９時▼ところ・・・黄柴自衛隊弓

▼とき⁝３月24日間︑午前

印鑑をご持参のうえ︑福祉事

人はその壬唄も合わせて︶と

8歳ま
1

者▼参加費・・・社会人四百円︑

学生二百円ｙ申し込み・問い

令幻せ⁝住所︑氏名︑職業︵学

社
教育
究集
会究集会
社会会
教研育
研

十二回目の今回は︑﹁家庭の

諸問題﹂をテーマに︑家庭での

互いの役割や地域とのかかわ

零時〜ｔ時▼ところ⁝宇治市

▼とき・：２月Ｕ岫︑午後

りについて考公子︒

文化会館小ホール▼対象・：市

︵社会教育課︶

社会教育委員︑笠嶋教瑞令へ

ネルディスカッション司会・・・

軍ハ学教授︑宮城宏さん▼パ

庭の諸問題︶▼講師・・・甲南女

関係者▼内容・：基調報告︵家

民と襲薮育関係団体などの

立順︵団体だけ︶か明記し︑参

昭和六十年度分の戦傷病者

引換証の交付

戦傷病者乗車券

20日必着︒ ︵市民体育課︶

小倉町蓮池
兄︵ａ⑩ｙ０1
２0
７9
︶−
へ1
︒5
２︑
月河野弥一

加費忿添えて現金書留で〒611

校名と学年︶︑電話番号︑段位︑

︵身体障害者手帳をお持ちの

教室名︑住所︑氏名︑年齢︑

ご希望の人は︑戦傷病者手帳

電話番号か萌記し︑〒Ⅲ広野

男子よ級︵４段以上︶ｏ団体︵近

｀で︶︒︵母子家庭︶・・ふ

心で中度の精神薄弱者︵65歳

務所社会課まで︒︵社会課︶

町八軒屋谷１︑山城総合運動

でお越１ てださい︒ただし︑

︵社会課︶

宇治市民と市内通勤・通学

的︶＝個人戦と併用▼対象・：

︵市民体育課︶

80人▼内容・：走・跳の基本的
技術と応用技術の学習▼参加

日間︑時間は午前９時半〜11

吻と４月１日側〜４日團の８

▼とき・・・３月26日脚〜29日

少年
少女
少
年
少女
陸上
競技
教室
陸
上
競
技教室

しまず︒

スタンプ帳と記念品をお渡し

ターで︑参加券と引声替えに

の両宇治駅︑宇治市観光セン

ら午後一時まで︑国鉄と京阪

問い合わせ・・・宇治観光協会

日出まで発売︒電話予約可▼

菓子の接待有り▼参加券上

センター︒茶室では抹茶とお

︵茶室︶・平等院・宇治市観光

寺︵葉茶がゆ︶・中村藤吉本店

▼ポイント・⁝橋寺・宇治上

内有名料理店の食事券奮媚呈

ご注意

公園管理事務所︵豊＠Ａ１

この制度は五十八年中の所得

Ｍ
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助成対象者
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担が導入されました︒市では

が限度額夕疏える場合や︑健

Ｗ者ひ等級が三級の４体障害

健保本人の内︑次の該当者に

康保険に加入していない場合

持って︑福祉事務所社会課ま

この一割負担分を五十九年十

じの子がｙ小学生か痔っほ

月一日にさかのぽり助成しま

保険本人の医療費に一割の負

五十九年十月一日から被用者

健保一割負担の助成

老人世帯や身障者などへ

場合があり卓子︒申告用紙裏

︿料理教室﹀

定員・・15人︵先着順︶▼申し込

職員▼会場・・・小倉公民館▼対

クル会員による﹁子μ石の本

各家庭から本管までをつ

土地の自然な高低で流すこ
とが不可能な場合に︑ポン

風呂場や水洗トイレなべ

台所のゴミ・油︑土砂など

庭の専用排水管でもあるの

各家庭の排水設備と取付管

︵
︵公
公共
共
汚汚
水ま
水
すま
︶ す︶
ります︒ポンプ場は︑浸水

との結合部に設群Ｉ子︒

プでぐみ上げて処理場へ送

しても容易には故障しない

す︒また︑その運転はほと

ぶコ︑丈夫に造Ｇれていま

んど目動制御装置で行われ

です︒

︵下水道課︶
公共汚水未了とも呼ばれて
卓子︒

市
府府
民税
市・・
民税

み・・・木幡公民館︵木幡内畑34

象・・・小学校４年生以上の児童

使用され︑重車両の通過に

なぐ枝管を取付管といいま

取 付
付 管
取
管

も耐えられるぶつになって

り子︒

まず︶まで市で敷設し管理

部から接続まま公共汚水

す︒取付管は︑本管の分岐

ポンプ場
下水管の中を通る汚水を

ポンプ場

いまず︒

ールふたには特殊な鋳鉄が

れてい未丁︒また︑マンホ

と中学生▼申し込み⁝２月12

お知らせ

用ください︒︵小倉公民館︶

の知識

▼と章・・︵こラじ作り︶２
月21日團︒午後１時〜４時︑
︵みそ作り︶２月23日出︑午
前９時〜正午▼ところ⁝小倉
公民館▼講師・・・京都農業改良
普及所宇治支所︑田村そのえ
さん▼費用・・・材料代八百円▼
定員・：20人︵先着順︶▼申し
込み・・・小倉公民館︵小倉町寺
内91・豊⑩4687︶へ材料
代夕添えて︑直接来館で︒受
け付けは２月12日から︒
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小倉の歴史や風習︑遊びな
どについて学びます︒

店税金・契約

の７・豊⑩8290︶へ材料代

前10時〜正午︒このほか２月

消費生活講座

夕添えて︑本人が直接采館で︒

▼日程・内容・：３月２日出︑

学びませんか
・

学習教材の悪質訪問販売

﹁みそ作り教室﹂
木幡・小倉両公民館で
加工食品が多く出回っている今日︑無添加の自然食
晶が見直されています︒低塩分・無添加みその手作り

ール︑陶器な＾J？:使用され
ます︒敷設工法として地上
から掘削するオープンカ″
トエ法が一般的ですか︑状
況によっては地中での管の
押し込みや︑シールド︵ト

ールの底には︑汚水が流れ

接
接
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都市生活支える静脈

ンネル︶工法が採用される

握君あ皇子︒

▲共同作業で米こうじ作り(59年２月、木幡公民館で）

を通じ︑て︑食生活を見直してみませんか︒木幡︑小倉

だけのものではなく︑下水
道をはじ応として︑水道︑
ガス︑電話︑電気などの通
路としても利用され︒現代
の都市生活を支えてい季子︒

マンホール
マンホール

マンホールは︑下水管の

やすいぶつに︑なだらかな

ための出入口です︒マンホ

保ちながら汚水を処理場ま

検査︑清掃︑修理などを行う

で流す役目奎果たしていま

溝︵インバート︶が切り込ま

下水管は道路の下に深ぐ

す︒下水管の材料には︑鉄

埋められ︑一定のこう配を

下水管

筋コンクリート︑塩化ビニ

両公民館で︑こうじ作りから始めます︒

暮らしと下水道
道路は人や車が通行する

公民館のお知らせ
下 水 管

道路下の
下水管
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