ここ言ごｺﾞご
Ｏ年

(1985

,年）

京都府宇治市
編集

広

報

/1

63年京都国体を契機に
市民体育・施設整備四推進へ

宇治市教育委員会は七月五日︑宇治市スポーツ振興審議会
動広場の建設や地域スポーツクラブの育成など︑﹁宇治市に

︵和田安治会長外十六委員︶から市民総合体育館︑多目的運
おける体育・スポーツの振興﹂について最終答申を受けまし
た︒答申は︑本市の体育・スポーツ振興施策を中心に︑第四
十三回国民体育大会誘致をふまえた︑昭和七十年代をめざし

答申は︑①社会体育推進の
ための体制の強化・充実②社
必一体育施設の整備充実③市民
の体育・スポーツ団体及び組
織の育成強化④体育・スポー

④の指導者の養成については

ポーツクラブの育成を図る︑

各種団体の育成強化と地域ス

そして緊急を要する施策につ

四年間にわたって審議夕厩続︒

の振興﹂について諮問を受け︑

治市における体育・スポーツ

が生活の中で体育・スポーツ

るとともに︑市民一人ひとり

容か箭蚤してその実現に努め

市教育委員会では︑答串内

くり文化祭﹂の出演団体を

で開く﹁宇治市ヱとシ于づ

十二︑二十三日に文化会館

教育委員会では︑九月二

出演をご希望の団体は︑

ド︑鼓笛隊︑合唱などです

種目は児章劇︑ブラスバン

主体の団体・グループで︑

４ 走る︵６月21日宇治市中学校陸上競技大会で︶

市独自のスポーツ指導員制度

いては五土︿年十二月と五十

タ楽しみ︑健康で活力のある

道路にも
伝わるあなたの思いやり

の確立な芦示提言衰ハていま

九年五月に中問答申を行い︑

目です︒ ︵社会教育課︶

ているもので︑本年は七回

の国際児童年を契機に開い

の場として︑昭和五十四年

の自主的な文化活動の発表

この催しは︒そぐもたち

発表の予定です︒

に文化会館︵大ホール︶で

募集する団体は︑二十三日

ト︑映田上映を予馬今回

展示︑二十二日にはクラフ

両日とも中央公民館で作品

なお︑二十二︑二十三日

申し込みください︒

育課︵き⑩3141︶へお

八月十五日閑までに社会教

す︒

募集し示す︒

学校盆砧しているｒｔＡＭ)

参加出来るのは︑地域や

町つくり牽のざしたいと考え

同審議会は︑昭和五土八年

ています︒

七月に市教育委員会から﹁宇

今回︑最終答申を毒とめたも

8月は道路を守る月間
のです︒

の四項目からたっています︒

し︑教育委員会に提言してい

ただぐため︑五土ハ壬八月八

発表の部出演団体を募集

ツ指導者の養成と組織的活動

市スポーツ振興審議会

日に設置されました︒

︵敬称芭

︿会長﹀和田安治︑︿心一長

職務代理﹀栗田正男︑︿委員﹀

地上一男︑足立恭子︑井上学

今西圭子︑中島一夫︑蜂須賀

弘久︑広瀬浩二︑福本忠雄︑

福山秋文︑藤井政信︑堀井洋

子︑山花貢︑山本孝昭︑︿臨

時委員﹀堀喜代蔵︒

勢田町毛語四〇・豊⑥726

0︶が︑このほど引き続き︑

人権擁護委員に委嘱されまし

人権擁護委員は︑人格・識

た︒

見が高く︑人権への理解も深

い人の中から︑市長の推薦に

より︑法務大臣から委嘱され

人権に関することは︑お気

た人です︒

軽にご相談ください︒相談日

は︑毎月第一木曜日の午前十

時から午後三時まで︑市民会

館第二会議室で︒相談は無料

で︑秘密は厳守︒︵総務課︶

子ども手づくり文化祭

主な内容は︑①の社会体育
の推進では組織・体制の確立
と市民スポーツだよりな芦体

16委員を任命
が任命され︑古池教育委員長

ポーツ振興法の規定により︑
本市のスポーツ振興に関する
重要事項について調査・審議

1年度

育・スポーツに関する情報の
提供を図る︑②の施設の整備
充実については市民総合体育
館︑多目的広場の建設と︑子
七月十一日︑昭和六十・六十

よ之祓争が終わって四十年︒

から委嘱状が交付されました︒

この時にあたり︑全国各地で

一年度の宇治市スポーツ振興

げていただき柔Ｔぷコ︑市民

平和祈念の運動が取り組次れ

な芦軽スポーツ施設の整備充

の皆兪几に呼びかけています︒

ています︒世界の人々と連帯

スポーツ振興審議会は︑ス

また︑終戦記念日の八月十

し︑平和の願いを更に広め︑

審議会委員に土ハ人の皆さん

五日正午には︑市役所の前庭

二度とあの戦争の惨禍か招き

本市には︑十人の人権擁護
委員がおら元ますが︑任期が

問い合わせ社会教育課(電話223141)

μｒ︶の遊び場︑ゲートボール

60・6
北川稔さん再任
満了していた北川稔さん︵伊

▲昨年の手づくり文化祭から

実︑③の組織の育成強化では

戦争犠牲者のめい福と世界の

にある﹁平和の像﹂の前で︑

今日なお︑世界の動きは︑

たくないものです︒
集会を開きます︒多くの市民

原水爆という恐うしい核兵器

恒久平和を願って︑平和祈念

の皆さんのご参加をお願いし

の研究・生産・実験が繰り返
され︑国際情勢も緊張之増し

ます︒

てきています︒
戦争の恐ろしさを知らない
そ公だちに︑あの悲惨な原
爆や戦争の愚かさを語り継ぎ︑
平和の尊さを認識火界︑世
界の恒久平和ｔ守りましょう︒

人権擁護委員に

た施策についても提言されています︒

恒久平和を念願して
８月15日に平和祈念集会

︱︲−︱一

▲教育委員長に答申書を渡す和田審議会会長(左)
：
.1

〃I

一 九Ｒ午前十一時二分から︑そ
れぞれ一分間の黙とうをささ

｜

＼

心を象徴している）
.゛､ぞ､も夕昿t

宇治市スポーツ振興審議会が最終答申

宇治市平和都市推進協議会 た八月六日
Ｉ午前八時十五分か
らと︑長崎に投下征れた八月

ｉ

かげた少女が平和の

全国各地で
平和を願う運動

日本は︑世界最初で唯一の
被爆国です︒
広島と長崎に︑あの忌奔幻
しい原爆が投下され︑悪夢の
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の像｣(一輪を高くか

「体育・スポーツ振興」方策を提言
では︑原爆が広島に投下され

▲市役所前庭の｢平和ｌ

第709号
日曜・祝日除毎日午前9時〜午後6時

昭和６

察烈こ

宇治こころの電話
0774‑24‑0 8 0 0

諒

発行

８
青少年問題の悩みなどお気軽に

17種目に熱戦

９月１日に太陽が丘で総合開会式

合体育大会が、９月｜日午前９時から

市民スポーツの祭典―第19回市民総

太陽が丘（雨天の場合は、午前９時半

から宇治中学校）で開幕。日月10日ま

で、17種目の競技に熱戦が繰り広げら
れます。市民の社会体育の進展と地域

スポーツの高揚を目的として昭和41年
９月から始められた市民総体は、今年

●問い合わせ

（市民体育課）
表のとおりです。

▲バレーボール

し、63年京都国体に向けて一層盛大に

で19年目に。昨年は｜万８千人が参加
なってきています。今年もふるって、

多数ご参加ください。開催要項は、下

市体育協会(電話221905)

または各問い合わせ先まで

ふるってご参加を

第19回
市民総合体育大会

第19回市民総合体育大会の競技日程表

余暇をスポーツで
8月のひろば・教室など

・・・京阪宇治駅←山科駅←毘沙
に京阪字治駅前集合▼コース
の場合は18日︶︑午前８時半

市民歩こう会

▼とき・：８月11日㈲︵雨天

︵卓球希望者は上靴が必要︶︒
学校▼参加・・当日直接会場へ

▼とき⁝８月４日㈲︑午前

９時〜Ｈ時▼ところ・・・木幡小

︿卓球・ゲートボール﹀
スポーツひろば

40人▼参加料・・・五百円▼申し

41︶へ電話で︒

込み⁝市民体育課︵豊⑩31

門堂︵びしやもんごつ︶←大文

字山←銀閣寺←哲学の道←南

戦︵小学校各学年別︑中学集

ろ・・・宇治高校▼クラス・・・個人

▼とき・・・９月15日㈲▼とこ

宇治柔道大会

禅寺︵解散︶の13 Ｅ▼準曾Ｔ

弁当︑雨具︑水筒︑交通費は

各自負担▼問い命幻せ・・・木村

長次さん︵き⑩1633︶へ︒

女子バレーボール教室

団体戦▼参加料・：無料▼申し

一般の段外︑初段︑二段︶と

込み・・・電話で８月10日までに

▼とき・・・８月20日〜９月12

日の毎週火・木曜日８日間︑

へ︒

蒲田正義さん︵豊⑩2039︶

いずれも午後７時半から９時

半▼ところ⁝西小倉中学校体

育館▼対象・定員・・・一般女子

63年京都国体

みんなの力で
成功させよう
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新しい時代の知識を学ぼう
今年も老人大学が始まりま
す︒これは︑新しい時代の知
識を身につけて︑現在の社会
から取り残されないよi<ｒ＼︑ま
た若い人と話に苔え︑愛され
る参人になること舎け的とし
て︑太市が宇治市莫暑老会
に委託して行シものです︒
今場も今年から文化センタ
←ハホールとなり︑定員奈︿
幅に増えてい卓子︒多数の参

診実施医療機関︒

都市を含む︶の子宮ガン検

会長まで直接︒ ︵福祉課︶

187︶または各地区喜老■≪

務局︵総合福祉会館内き＠0

までに︑宇治市襲暑老会事

人百円▼申し込み・：８月10日

百人︵先着順︶▼受講料土

上の市内在住者▼定員・・・千三

ター大ホール▼対象・・・60歳以

り▼ところ⁝宇治市文化セン

▼日程・内容・：右表のとお

加をお待ちしていまで︒

京都医僚少年FU院長
小島善雄さん
定

いる人③牛活保護受給の人

歳で医療受給者証を持って

①70歳以上の人②65〜69

除され幸了︒

該当する人は︑検診料が免

関へ︶︒ただし︑次の事項に

申し込みは８月１日〜８月７日

定員に余裕があります

市では︑五月に一般健康診
査︑胃・子宮・乳ガン検診の
▼受診対象者⁝30歳以上の市
内在住者︒
▼再募集定員・：五百人︵先着
順︶︒

④市民税非課税世帯の人︒

喜老会愛唱歌
老 人 体操

喜老会愛唱歌
老 人 体操
31 a

(土)

まゐで︑受磐累痔って

た人には受診｀憲お送ぴし

ます︒申し込みを営け付け

も直接申し込むことが出采

なお︑保健予防課の窓口で

みは︑舜け付け出来ません︒

分な場合や電話での申し込

もお忘れなく︒記入が不十

に該当する人は︑その番号

ください︒検診料免除事項

左の書式に従って記入して

▼申し込み方法⁝はがきで︒

のこと衆よく知ってもらい︑

は︑わたしたちのまち宇治市

市﹂が１笙し几この資料

﹁慾否グラフでみる宇治

みる宇治市﹂発行

﹁数字とグラフで

お知らせ

10:00‑11:30 交通事故防止
高齢者の

宇治警察署交通課長
安川 優さん
9:30‑9:50
(金)

直接検診を翼けてぐださい︒

五ヶ庄西川原

また夏休み中の勉強に役立つ

平病院健診センター▼検査項

く︶▼ところ・・・京都第一赤十

川嶋紗也佳ちゃん

ぷコ︑小・中学生向きにつく

市役所玄関または企画課で無

りました︒ご希望の人には︑

科・婦人科一般診察︵子宮ガ

ン︑胃腸透視︑心電図検査︑内

目Ｔ尿︑血液︑胸部レントゲ

家族▼定員・：40大︵先着順︶
▼参加費・：調理実習実費▼申
し込み・・・宇治保健所︵豊⑩2
191︶へ︒︵宇治保健所︶

第１回宇治文化・
芸術懇話会展

宇治に作む又化大で結成し
ている宇治文化・芸術懇話会
に所属する美術家の皆さんの
展覧会です︒
▼とき・：８月３日出〜18日
面︑午前９時〜午後５時︒た
だし︑５日︑12日は休館▼と
こる・・歴史資料館︵文化セン
ター内︶▼内容・・・洋画︑彫刻︑
工芸︑書など現代美術の第一

︵文化センター︶

線Ｐｉ扁している９人の作品
展示︒

中学卒業
認定試験

病弱などの事情で︒義務教
育諸学校に就学ｆｙることか猶
予・免除食慧大を対象に︑

す︒合格した人には︑高等学

中学卒業認定試験が行りれま

Ｉ堕Ｔ午後４賤17Eg=

の話︑食品交換表の使い方︑

外回天英語︑ドイツ語︑フラ

科目・・・国語・社会・数学・理科・

▼ときｒ・Ｈ月８日倒▼試験

校入学資格が与汽ら元本チ︒

日常牛活・食串活の見直しな

み・問ｋＢせ・・・８月12日囲

〜９月Ｈ日困までに︑京都府

教育庁指導部学校教育課︵ａ

なお︑点字受験をご希望の

０７５一４５１・8111︶へ︒

人は︑早目にお申し込みくだ

アイデア貯金箱コンクール

と璽要性を認識し︑貯蓄に

郵便貯金などの貯蓄の意義

ｔ諺的な創造力を伸ばし︑

次代を担つ児童・生徒の

りの郵便局へ提出してぐだ

までに所属学校鷺讐敵寄

学年忿明記し︑９月14E出

作品に氏名︑所属学校名︑

れているもの▼５募方法・：

く楽しいアイデアが生かさ

あなたも力作を

京都発明協会が︑特許制度

ついての関心を高めてもら

︵学校教育課︶

の普及のために︑特許︑実用

ラために︑アイデア貯金箱

さい︒

新案︑意匠︑商標についての

特許無料相談

手替吊︑審判に関する問題

さい︒

す︒また︑出品愕四は返却

側謡−用することがありま

なお︑入賞作品は主催者

か募集しまず︒

で一人一点に限ります▼内

辺の長鳶俘以内で︑新し

マムシは湿った草９罵い︑

木の陰などに多く生忌して

がつ曝柔了︒︵保健予防課︶

容易に普通の蛇との見分け

しっぽが短いので︑比較的

体長は約四十五⊥︿十？︒

まだら模様が並んでいまず︒

褐色の背面はＫv輪状の

首が細ぐ︑黒弩蚕是は赤

マムシの頭部は三角形で

さい︒

を呼んで処置鷺居肪ぐだ

固ぐしばり︑すぐに救急車

傷口から心臓寄りの個所を

にあるヒモやタオルなどで

マムシにかまれたら︑手近

色のはれが出来まで︒もし︑

いながら傷口か吊心に暗紫

しません︒ ︵郵政省︶

容・・・材料は自由でｙが︑一

▼応募資格⁝小・中学生

の無料相談を行います︒

▼とき・：９月３日脚︑午前

︵商工観光課︶

10時〜午後４時▼ところ・・・京
都府宇治地方振興局１階第１

食中毒注意報

会議室︒

京都府では︑食忠母が特に

発生しやすい七月一日から元

月三十日までの期間中いに喰中

毒注意報を発令し示す︒

発令は︑食中毒の発ｉＡにＸ?‑

すい気象条件の日に行われ︑

発令後四十八時間継続し禾７︒

ラジオーテレビ・新聞など

か通じたり︑市役所延猫板

を扱ぽてお知ら芦羊す︒発

令されたら食品の衛生管理に

ご注意を︒ ︵宏探健所︶

本のかでは︑ 石七たちが︑

い未了︒か毒れないぷコに

注幕に釜しよ

次れると︑牙

マムシにか

気

Ａ時半▼ところ・・・小倉公民

傷が残び︑激

︵煮は︶の形に

しい琴拿俘

館保育室▼内容⁝読み烹笹︑

学校低学年▼問い合わせ・︒・絵

本の会代表・後藤右λ︵豊⑩

8991︶へ︒︵中央図書館︶

宇治公民館

臨時休館のお知らせ

︒宇治公民館︵市民会館︶は︑

都合により８月10旦男臨時

休館としまで︒利用の際はご

ちょっとの留守でも戸締りの習慣を

紙芝居など▼対零・・幼児と小

伽︑時間はいずれも午後３時

▼とき⁝８月14日ｗ28日

‑ｃＭｉｆｉの集いを開き津ｙ︒

分に楽しみ︑よい本と触れ合

さい︒幼児には保護者同伴１

中央図書館のサークル﹁絵

夏休みお話し会

絵本やお話しの世界を思ラ存

ンス語のいずれか︶▼申し込

親子映画の集い
各公民館が︑﹁親子映画の集
い﹂を開孝栗沢親子で︑ま
たお友だちと一緒に来てぐだ

入場は無料です︒︵各公民館︶

ど▼対象⁝糖尿病の人とその

ふ落保健所▼内容⁝糖尿病

午前10時〜午後４時▼ところ

▼とき・・︒９月６日図＝午後

糖尿病教室

⑩3141︶へ︒︵福祉課︶

・：８月20日までに福祉課︵豊

家庭の母親と寡婦▼申し込み

ン検査を含む︶▼対象⁝母子

料でお渡しし示す︒
︵企画課︶
母子家庭の母親に
半日人間ドック
京都第一赤十字病院と日本
赤平字社京都府支部のご好意

▼とき・：Ｈ月１日倒〜30日

で︑費用は無料です︒

出の午前中︵日曜・祝日は除

受診はもう
済みましたか
︸般健康診尽旱宮ガン検
診を五月に申し込書れて︑ま
″嵯診していない人は︑期限
までに必ず検診を済ませまし

日ま飛

○一般健康診尽人月三十一

︵保健予防課︶

○子宮ガン検診・・九月三十日
ま１

8／81+)
(1)山の太郎グマ
〔アニメーション〕
木幡公民館
午後２時
(2)ぼくの熊おじさん
‑3時半
〔児童劇映画〕

10:00‑11:30 今日も活かされ
ている

日本性教育学会驚任理事
今村 要道さん

9:30〜9:50
(水)

師
▼検診料⁝千円︵当日︑医療機
｀ＩＩＩｊＩＩＩＩ

中央公民館
午前IO時
Wわたんべとすばらしい仲間
‑u時半
(児童劇映画〕

申し込み驀料けぶ扁︒こ
の内︑子宮ガン検診について
は定員に余裕があり｀チので︑
再募集奎打います︒
我が国の病気による死亡原
因の第一位はガンです︒自
分自身一の健康を守るために︑

(1)山の太郎グマ
〔アニメーション〕

8／8困

この機会をお見逃レなぐ受

(1)山の太郎グマ
〔アニメーション〕

喜老会愛唱歌
老 人 体操
28 日

宇治市宇治琵琶33

ヽわが子に豊かな体験を〜
〔児童劇映画〕

9:30‑9:50

京都文教短期大学教授
平井 新司さん
(■A) 10:oo〜u:30 五あ健康法

宇治市役所

宇治公民館
午前10時
(2)大きい1年生と小さな2年生
〜11時半
〔児童劇映画〕

27ロ

保健予防課行

親子映画の集い日程表

㎜

２歳のお兄ちゃんにも負けてはい
ません。
(1)山の太郎グマ
〔アニメーション)

8／7團

診してぐださい︒

申し込み要領
▼申込期間・・・８月１日出〜 １

小倉公民館(2)「夢かぎりなく｣

午後2時
〜3時半

７日伽︵８月７日の消印 一

滋検診料免除事項に該当す
る人はその番号を書いて
ください。

湿った草むらなどに生息

さやかちゃんはおてんばさん。

上映作品
場
仝
時
日

有効︶︒

︵宇治公民館︶

注意ぐださい︒

483

▼検診期間・：９月30日まで︒

電話番号

マムシにご注意
■･ .‑ ..● ●r.
●●･‑' .I･

夏の防犯活動

この欄に掲載するお子さん（59
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。

8／7(*>

ｔふ

所
住

終了証書授与式
a:00‑11:30 閉
仝 式

年齢
生年月日

10:00‑11:30 仏像の入門

児童文学者
高橋 良和さん
10:OO〜li:OO すなおに生きる

氏名(Jヽり*'な)

喜老会愛唱歌
老 人 体操

26 日
(/])

□

未
10:00‑11:30

喜老会愛唱歌
老 人 体操
9:30〜9:50
(木)

講

前奈s.n物n館艮
内藤 和美さん
9:30‑10:00

郵便はがき
i田D]ロロ

29 a

式
8 n

開

講
容
内
時
日

表（あて先）

9:30‑9:50

子宮ガン検診申込書

老人大学講座の日程表

申込はがきの書き方

子宮がん検診
▼検診場所⁝京都府下︵京

・・・・・−・−■

30 D

裏

老人大学受講生を募集
再募集

第709号
1985年（昭和60年）８月１日発行
り
よ
だ
i攻
m
宇1台
(3)

宇i台

第709号
保険・衛生・相談・移動図書館︵8月分︶

献血

rU

j攻

だ

よ

り

1985年（昭和60年）８月１日発行（4）
8月10日

の利用のしかたなど、お気軽にご相談くだ

･

さい。
1日(宇治市役所10時〜正午と13時〜15時
半),20日(神明ジョッパーズio時〜正午、

社会福祉協議会の法律（定貝io人）・年

イ大久保店10時〜正午と13時〜15時牛)。

第25回宇治川花火大会

金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、
行政一人権・消費生活・精神薄弱者相談

宇治病院13時半〜15時半),26日(〈株〉ニチ

の日程は, 60年度版「市民カレンダーと
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

飼えなくなった犬･猫の引き取り
●13日(木幡公民分館io時4O分発、小倉公民
館10時50分発、旦椋公会堂11時10分発、宇

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、

治保健所11時30分着)｡その他、毎週月曜日

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

に宇治保健所で実施。
相談あんない

会館3階の家庭児童相談室（a⑩8698）

●青少年相談(26日、市民会館13時〜16時)。

Ｅで。高齢者職業相談（無料）は毎週'X・

●京都府交通事故相談(7日、21日、京都府

ミ金曜日の９時〜16時に総合福祉会If

2 陸

｜の老人福祉センター（a⑩5652）で。

宇治地方振興局a⑩2049.

1…………………………………………………………………

9時〜16時)｡交
通事故の法律問題、示談のしかた、賠償額
の算定、訴訟や調定のしかた、自賠責保険

移動図書館

恒例の宏司花火大会が八

月十日出︑中の島・−落川畔

一帯で開かれまず︒ことしか

らは︑宇治川改修などの影響

で従来の仕掛け花火は無ぐな

りましたが︑空中ナイアガラ︑

スターウォーズ︑早打ち三十

げ花火が夜空を彩り未了︒

連発な星八千発の豪華打ち上

問い合わせは︑観光協心一︵容

⑩3334︶ま﹃

▽プログラム⁝府警音楽隊パ

橋通り︶︒たそがれコンサー

ト＝午後６時20分︑リオカー

ニバルー午後７時︵中の島︶︑

発

花火点火＝午後７時45分︑終

︵商工観光課︶

了予定午後９時︒

火6000

レード＝午後５時20分︵牢治

そよかぜ号巡回日程

宇治市中央図書館︵酋⑩1511︶

打ち上げ花

8月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
し

燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）

8/1

五ヶ庄（大八木島．上村、岡本．日皆田、一里塚．
戸ノ内、京大宿企）
道（平町を除く全最）
20 菟
明星町（i:域）

1
2
3

5

志津川（全域）
羽戸山1〜4丁目
宇
治（山本、乙方、東内、又振．山田）

6
7
8
10
12
13
14
19
20
21
22
23
13

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、
21
池森、米阪、矢落．若森、国鉄以南の天神）
天神台１〜３丁目
白
川（全域）
折居台（全域）

2

小倉町（奥畑）
南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
5

22宇 神 治（蛇塚、大谷、野神一部）
明（全域）
琵琶台（全域）
広野町（小根尾一部）
開
町（国道筋を除く全域）
23 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)
広野町（桐生谷、一里山、東裏．寺山、国道筋を除
く西裏・茶屋裏）
24 大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、

6

7

1
2
3

久保）
西大久保府営住宅（21〜32棟）

5
6

24
26
27

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

28

北御蔵山(平尾)、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山全域
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、北島、徳永、
29柿ノ木町、一丁目．札ノ辻町、紺屋町
30
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)
31 大林、梅林．芝ノ東(国鉄以西)、西浦一部
9/3 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
9/4 西浦一部、新開、平野府営住宅．折坂一部
9/5 福角(国鉄以西)．日皆田、岡本、上村、大八木島
車田一部、平町、一里塚、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)、折坂(府道以東)、平野、一番割、二番割、三番割一部
西浦(国鉄以東)．三番割、芝ノ東(府道両側)、南端(国鉄以東)
乏ノ東(府道以東)、広岡合、南山(Ａ)、中村(さつきヶ丘)
南山(Ｂ)、金草原
9 /5 笠取
白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
東裏、一里山、桐生谷、開町 石塚（心華寺通り以東）宮北一部
小根尾、大開一部、尖山一部、宮東m南荘本通り以西)、宮西、宮北

24
26
27

28

29

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)、
宮東(城南荘本通り以東)

26

開

7
21

ノ荒、ウトロ、南山）
町（国道筋）

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、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー部）
宇
9

27 小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）
羽拍子町（1道筋）
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

10

28

し尿収集は行いません。

13
14

31

畑

内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山
国鉄以吏の不中・吏巾）

六地蔵（全域）
木
幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
中村、南山畑．南山、南端、国鉄以西の正中
・東中）
行ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
木
幡m小路）
五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西川

菟

変更のお知らせ

までの市道筋以北の西浦）
伊勢田町（南遊田）

棋島町（全域）
30 小倉町（近鉄以東の新田島）
宇
治C戸ノ内、蔭山 国m以北の恕廟･天神)
木
幡（平尾、須留．御蔵山、畑山田、御園、陣ノ

1 9/3
９

し尿収集日程の

理に伴う定期点検整備のため、

29

9/2

23

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)、出口(国鉄以東)
田原、井ノ屏 a椋、平盛、南ノロ．
北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、南ノロー部、西裏、寺山(国鉄以西)、
寺山(翠光園団地)
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、
石塚(心華寺通り以西)

道筋以南の西浦）
伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43棟）
小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前

12

15

30

22

治（半白）

下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻(国鉄以南)．塔川

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

安田町（全域）
伊勢田町（名木．浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中
8

原ヽ壇／東ヽ寺界道ヽ野添ヽ大林ヽ梅林ヽ西
浦、新開、平野、折坂、福角、一･二・三番
割、国鉄以西の芝ノ東、高峰山）
道（平町）

尿（城南衛生管理組合電話O75−631

−5171）
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道･･炭山・笠取地域
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
北畠、桧尾、平尾．須留

８月15日から17日までの３
日間は、沢清掃工場の維持管

なお、このことにより８月
19日以降l回目の収集日程は、
通常より3 ･ 4日間の延長と
なっていますのでご了承くだ
さい。
し尿収集の届け出を
家族や同居人に増減があっ
たり転出転居、浄化槽設置な

1
2
3
5
6
7
8
9
10

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
24 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)、
26 神楽田(山中含む)
'
27 戸ノ内．矢落(国鉄以北)、若森(国鉄以北)、里尻(国鉄以jﾋﾞ)、小桜
28 東目川、西目川、南落合(0〜3の通lotで)
29 南落合(4の通り以降〜13の通りまで)
30 南浦(100〜no、84〜98、30〜33）、大京団地 山際一部
31 南浦、西浦一部、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、
9/2 郡、石橋(大川原線以東)
ｌ
9/3

12 ９ /4

13
14
19

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

20

所へ届け出てください。
■(城南衛生管理組合)

21
22
23

9/5

老ノ木、久保、西山（国道以東）蓮池、寺内一紀
東山．天王．蔭山ヽ吹前ヽ中川原(大川原線以東)ヽ
十一(大川原線以東、国道以東)、十六(国道以東)、十八(国道以東)

寺内．西浦
南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)
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、
中ノ田、名木、浮面、安田町全域

中山(近鉄以東)、大谷、西畑、中畑、春日森、一ノ坪、島前、
大町、大川原、中川原(大川原線以西)、石橋(大川原線以西)
中山(近鉄以西)、毛語、若林
羽拍子町
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