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トランポリン︑軟・硬式テ

後２時︶○リズム運動︵午

ｏ親子健康体操︵午前11時

前10時・正午・午後２時︶
引き︒

ニス︑ジョギング︑︷示・綱

・午後１時半︶ｏジョギン

グ教室︵午前ｕ時・午後Ｌ時

※参加︵受付︶時間に制限のあ

○家族リレー︵午後Ｌ時︶

報

チュックボール

社心一秩序か確立する精神

の基本的人権を擁護し︑

の高揚を図ろラと定めら

全国では︑この日を中

れたものです︒

心に広報や法律相談など

の各種行事を開催してい

ます︒本市では︑十月三

三時まで市民会館で︑無

日俐の午前十時から午後

料人権相談所を開設しま

すので︑気軽にお越しぐ

ださい︒また︑この人権

相談は︑毎月第一木曜日

﹁法の日﹂週間を機会に︑

に開いています︒

深め︑法に親しみ法を目

法の使命について認識を

相談の日程は左表のとお

委員さんのお名前と人権

なお︑本市の人権擁護

らのものとしましょう︒

﹁法の日﹂週間です︒これは

りです︒

十月一日から七日までは

二十五年前︑国民主権の下

︵総務課︶

に国を挙げて法か尊重する

人権相談日程表

ため︑また法によって個人

担当委貝名

あなたは︑日ごろ運動をし︒

ンドゴルフ︒

オリエンテーリング︵教室

回大会コーナー

コース３＊ ｡練習コース４♂・

○体力診断︵午前10時〜午

る種目

話

てい豪７か︒さわやかな秋空

Ｉ︑家族リレー︒

の下︑家族参つっで跳んだり
跳ねだりして︑健硯つくりに

レクリエーショングーム︒

■レクリエーションコーナー
市教育委員会並びに体育指

クラフト︵竹細工外︶︑輪投げ︑

綱引き

導委員会︑健辰つくひ推進協

挑戦コース５ ︶︒

43−2689

親子健康体操

■ミニ教室・ひろば

1.2km

インディアカ

パラバルン︑フォークダンス︑

1.2km

ゲートボール

ゲートボール︑縄跳び︑グラ

1.2km

バレーボール
バドミントン

汗奎Ｆ笙しょう︒

鯉懇懇
議会及び朗京都府公園公社で

1.2km

グランドゴルフ

は︑体育の日に﹁第四回市民

1.5km

スポーツまつり﹂を開き示ｙ︒

女子

楽しいプログラムがいっぱい︒

■とき・・・⁚⁚月10日脚︑午前８時受け

1.7km

参加は無料︒家族や友人でど
之ベー人でも結構です︒

技場Ａ■コー予・太陽が丘園内コーＫ

22−2444

付け︵小雨決行︶■ところ＝・太陽が丘球

学生以上︵同好会︑学校︑職
場なμ酒編成を︶のチーム

所定の用紙︵市民体育課に

▼申し込み・問い合わせ・・・

あり未了︶またははがきに

名︑電話番号︑更に選一︸万

チーム名と監督の住所︑氏

22−2225

小倉町西浦72

※市民会館第２会議室
午前10時〜午後３時

宇治蔭山17の32

やまぐら
山口 政一まさかず

川

秘呆扨‑

井戸田・前

21−3458
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菟道丸山１の69

島

まえかわ
前川
桂子 けい.こ

木・福
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熊

宇治市字文字ｎの12 21−4611
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棋島町北内53

山

たにぐち
谷口 武治 たけじ

川・青

M未路

なお︑医師などによる健康
相談コーナーも設けています

心Ｉ自１１１自︱︲1111

↑：：：：：⁝1111111111111

▼距離・：１･ in＊ｎメート

ル▼参加官？・制限なし︒

参加をご希望の人は︑当

日直接会場へ︒

年齢︑性別を明記し︑一⁝一月

人・補欠叉の住所︑氏名

★ ☆

23E團︵必着︶まで巳ｙ611宇
鐙碧君・宇治市教育委員

★ ☆
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ご協力ください

太陽が丘で市民スポ
ーツまつり

市民スポーツ
10月10
１０月１０日午前１０時から

宇治市史の窓

宇治川の東畔は︑奈良と

が走り︑舟運の盛んな宇冶

北陸・東国を結ぶ奈良街道

川と近接しているので︑水
陸交通の要衝であった︒ま

が︑この五ヶ庄は︑四百石

千四百九十五石が最も高い
府が公収し︑近衛家領は摂

が︑万福寺建立のため︑幕
行政上支障をきたしたこと

属が二つに分かれていては︑
していた︒今でも
﹁高車﹂

も少なぐなかった︒それ故︑
牢治川東畔に住ひ人々が︑

ていたこと曳私たちは忘

﹁車田﹂

であろう︒また五ヶ庄は岡ヽ
り︑車とは水車を意味し︑

﹁轟﹂︵五ヶ庄︶︑

津国伊丹に移食紅︒のち
屋村など八力村で構成され

非貿こもごもの筈刄塞っ

未満の広芝・岡本・上・谷・
に近衛家がゆかりのある岡

︵黄道︶という小字名があ

岡屋・大和田・畑寺・新出
れてはならない︒

めるために必要な︑主婦とし

︵歴史資料館︶

地名はその名残りではない

交通の便

かと考えられている︒

に恵次れた

た行政村である︒村の運営

のか不明の点があり︑ふ礒

東畔の村々

がどのぷつに行われていた

の研究によって明らかにさ

屋村を所領に願い出たので︑

ところで宿場町として知

れるであろうが︑興味深い

もとへ戻された︒

られる六地蔵村は︑宇治郡

る︒次に大きい村は木幡村
の八百三十二石︑大鳳寺村

と紀伊郡にまたがっており︑

の八力村から構成されてい

の五百石で︑残りの三力村

明な
治お
期︑
に両
火学級とも受講中︑

二
至歳
便以
の上
たの
め幼
︑児を二丈まで

保
害育
や１
︑交通ます︒希望Ｔ？ハは︑

受
水講
に申
よし
る込
災み時に︑併せて

宇治川の洪

ではあるが︑

は四百石禾満という小村の

村である︒

宇治川東畔の村々
その帰属が判然としない︒
この地域が宇治川と結び

多い地域である︒
村高と領主を記した享保十

賢公
所民
な館
どへ電話か来館で︒
幡

薬受
庫講
や中
火の
薬保育

各村の所領は六地蔵と木

の︵
軍先
事着
用順
施︶▼申し込み・：木
人

屋浜・六地蔵浜があり︑宇

までもない︒志津川浜や岡

治川によって人や物質の輸

つきが深かったことはいう

記載されているものの︑元

四年︵一七二九︶の村高帳

禄十三年︵一七〇〇︶の郷
送が行われていた︒また︑

設が建設さ
・：市内在住の婦人▼定員⁝40
れたことな
▼ところ⁝木幡公民館▼対象
ど︑住民の
はいずれも午前９時半〜正午
牛活をおび
▼日程・内容・：左表︒時間
やかす問題

には︑六地蔵村は宇治郡に

大鳳寺と五ヶ庄の一部が寺

宇治川には水車が設置され︑

幡・五ヶ庄の一部が幕府領︑

領︑木幡・五ケ庄の一部が
帳な芦では︑宇治郡に三十

かんがい用水としても利用

三室・志津川が禁裏御料︑

公家領︑木幡の一部が武家

と両郡に記されている︒帰

石︑紀伊郡には五百十三石

人︵先着順︶▼申し込み⁝10

秋の一日︑南山城地方の史
跡や文化財の歴史をなとって
みませんか︒宇治公民館では︑
歴史を学ぶ会︵宇治公民館サ

１クル︶と共催で︑秋の歴史

探訪欠汀います︒

▼とき・：一⁝一月20日０︑午前

認牟嘗！塔︒・霜

10時︑近鉄﹁新祝園駅﹂前に

集合▼行程・：常念寺←天王神

社←新殿神社←相楽神社←大

智寺←安福寺←国鉄﹁木津駅﹂

で解散︒徒歩約10■ｗ−メートル

▼講師：山香茂さん︵元城南

高校教諭︶▼定員：50人︵先

着順︶︒幼児・児童には︑必

ず保護者が同伴のこと▼費用

・・・交通費と拝観料︵百五十円︶

は各目負担▼持ち物・：弁当︑

水筒︑雨具︑筆記用具▼申し

︵里尽民館︶

込みよ落公民館へ電話か来

館で︒

思いやりの心はぐくむ

家庭教育学級
中学生か石つ親を対象に︑家

宇治公民館では︑小学生や

ただし︑第５講は午後１時〜

は︑いずれも午前10時〜正午︒

▼日程・内容・・・左表︒時間

あなたの車は﹁迷惑駐車﹂をしていませんか︒

きょみ千月一日から１ヵ月間︑﹁迷惑駐車追放市

民運動﹂が市内一斉に展開され未了︒

迷惑駐車追放
市民運動

10月１日〜31日

また︑こフした道路上へ

惑となってい未了︒

の駐車や放置は︑交通事故

の原因になるぱかりでなぐ︑

消防車などの緊急自動車の

通行を妨げ︑災害全全７

ｊてに駐車場が無いか

する原因にもなります︒

が面倒だから﹄なμと︑軽

ら﹄﹃ガレージに入れるの

い気持ちで︑道路上に駐車

放置自転車・バイクを無く

していませんか︒路ト薩車︑

し︑道路は広く正しぐ使い

迷惑駐車は︑車を止めた

防本部や市建設部の協力を

会では︑宏−警察署︑市消

期間中︑交通安全対策協議

迷惑駐車追放市民運動の

ましょう︒

人が考政る以上に交通の障

得て︑三色パトロールを実

４時▼ところ←落公民館▼

庭教育学級を開き示ｙ︒
そ乙もの牛活や行動は︑子

定員⁝30人︵先着順︶▼申し

害になり︑地域住民の日常

どもを取りサ辿境に起因す

込み・・・竿治公民館へ電話か来

施し︑啓もう︑指導︑取り

ることが多いものです︒中で

牛活に著しい迷惑聚掛けて

︵交通労政課︶

いるのが実情です︒自転平

も︑家庭での教育のあり方や

近住民の皆さんに大変な迷

館で▼保育⁝受講中︑︱歳以
子育て上の問題が︑今日大き

込み時に併せてお申し込み

す︒ご希望の人は︑受講申し

上の幼児を15人まで保育しま
く問われています︒この学級

締まりなどを行い水子︒

正しく使いましよう

バイクの放置も同じぐ︑付

道路は広く

た風光明美な地として知ら
れ︑藤原基房の松殿︑師実
の京極殿など︑公家の別荘
地ともなった︒古くは藤原
氏の領地で︑宇治陵︑浄妙
寺など︑藤原氏やその一族
とかかわりのある史跡の多

江戸時代には︑六地蔵・

い地域である︒

領と多彩であった︒五ケ庄

皆さんの過去を振り返り︑

月９日までに︑小倉公民館へ

ての立場と役割を考え未了︒

はもとは近衛家領であった

▼日程・内容・・左表︒時間

ださい︒

はいずれも午前９時半ト正午

小倉・木幡両公民館では︑﹁自分史を書く﹂︑﹁主婦
の立場と役割﹂をテーマに婦人学級を開孝示す︒皆さ

▼ところ・：小倉公民館▼対象

将来を展望しながら︑﹁自分

・・・市内在住の婦人▼誕貝・・・30

んのご参加をお待ちしてい未了︒

﹁自分史﹂を書く

電話か来館で︒

主婦の立場・役割

6 8 7)
寺内91 (豊@4

木幡・五ヶ庄・大鳳寺・三

▲熱心に学習（59年度木幡公民館の婦人学級）

史﹂か揖きつづってみません
か︒また︑講師や受講生同士
で語り合いながら︑女性の生

小倉公民館
先人が歩ん

ください︒おやつ代として１

は︑人皐ハ切にし︑思いやりの
心をほＩむ子育てについて︑

京都教育大学助教授
相田 貞夫さん

11/27困 心の成長と発達の
すじみち

お申し込みください︒おやつ

諸itS冑ｕ会社会敦育Ｍ貝
t.l'j野 保さん

▲宇治川東畔の町並
代として一人五百円︵10回分︶

11/19刈 人を大切にする子育て

︵宇治公民館︶

人四百円︵８回分︶が必要です︒

京栗田
都教育大学教授
11/5 火 子育てについての昔と今
修さん

講師か交えて︑互いに考え合

11/12(幻家庭における性の指導 日本性教育学会理事
今村 要道さん

い毒丁︒ぜひご参加ぐださい︒

宇削T公尺館運営審議会*員長
長野 俊雄さん

1O/29火 家庭と子ども

歴史を通じて︑

12/17('M学習のまとめ

宇治公民館

宇治公民館職員

．

学習のまとめ
閉講式

(■≪

12/3

青少年対策室指導主事

1O/22(刈最近の子どもたち

︵小倉公民館・木幡公民館︶

開講式
10/15('W学級を進めるに当たって 宇治公民館長

が必要です︒

家庭教育学級の日程表

畑34の7 （nR8
2 9 0)
○宇治市小倉公民館…小倉町

11/18(11)現代社会における家庭
大阪松尾法律事務所長
弁護士 松尾遺子さん
破壊の実態とその原因
京ａ大学医療技術ta≪l大学
11/26(幻 主婦の健康管理
助教授 三浦昌子さん
一婦人疾患の現状と予防･看.1−

木幡公民館

12/lCX･幻 自分史を書く３

―木津川左岸の
史跡を訪ねて一
日
月

平安女学院知･期大学
枚授
中井長子さん

各公民館の所在地
10/2101) 新しい家庭の創造
現代社会の中における家族m 光≫女子知期大学
教授
本田弘子さん
10/26(10 一主婦の立場と役割を通して−

章Ｊについても考えてみでぐ

11/19㈹ 自分史を書くために２

第7回秋の歴史探訪
京都精華大学短期大学部
教授
藤技澪子さん
12/9 01)(閉講式)
婦人の自立と老後

京都第二赤十字病院S婦
観ttm員安井邦子さん
10/31(恥 家庭における救急看護
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公民館
木幡

大和証券経済研究所
大阪支所長飯尾t*信さん
10/15(･刈(開講式)
主婦の暮らしの設計

洋子さん
山肌

12/3固 自分史を書く２

○宇治市宇治公民館…宇治里
尻71の9 （き⑩2 8 0 4）
○宇治市木幡公民館…木幡内
11/7 ね

服飾文化について考える

12/3 勾
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マ
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枚方杜会教育研究所

ll/26(火自分史を書く１

それを基に

11/12(火) 自分史を書くために１

室・志津川の各村に分かれ

婦人学級の受講者募集

(その119)
で来た道を知り︑

10/15(火) 女性の生き方について１

ＩＩ−︱ＩＩ

10/29《火)

丁一

ダ
日
月

元京g府教育庁保健体育課主査
家族に見合った味づくり
栄養士 春日晴生さん
一世代に見合った献立てと認理‑

11/12('M

陽子さん
母の生きてきた道を知る

女性史研5E家
10/22火 女性の生き方について２

師
講
マ
ア− ー

日
月

片岡
11/ 5火 母の生きてきた時代

現代社会の変容に適応しつ

婦人学級の日程表

つ︑安定した家庭づくりを進

大小倉公民館．

ていた︒村高は︑五ヶ庄の

女性の生き方を考える
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小学生バレーボール教室

▼とき・：10月６日㈲ＩＨ月
２日出の間刄描王・日曜日︑
時間は土曜日が午後４時〜６
時︑日曜日が午前９時〜Ｈ時

61年度の入園児募集
申し込みは10月14・15・16日に
入園詐可書は︑後日保護者
に郵送します︵応募者が募集

１日までに生去ハた幼児Ｏ２
年保育︵４歳児︶＝56年４月
人数か工回った場合は各園ご

昭和六十一年度の宇治市立
幼稚園児か祢集します︒
２日から57年４月１日までに

学校教育課︵き⑩3141︶

︿問い合わせ﹀

い園は引き続き募集︶︒

︿入園できる幼児﹀

幼稚図名︵所在地︶と募集

なお︑申し込み時現在で︑
または各園へ︒︵学校教育課︶

フリスビー
講習会と競技大会

︵解散︶の約13 ▼準備品・・・弁

陸上競技場▼対象・定員・・・中

午後４時▼ところ・・太陽が丘

の握口には11月24日︶︑正午〜

小倉町山際
田中 崇博ちゃん

なお︑競技規則︑抽選会な

だぐか︑現金書留で︒

市民体育課へ直接お越しいた

加費夕添えて10月15日までに

用紙に必要事項を記入し︑参

▼申し込み・・・所定の申し込み

参加費・：千五百円︵一チーム︶

とも家庭婦人であること︶▼

ること︵監督︑マネージャー

人以内の計15人以内で編成す

マネージャー各人︑選手12

▼チーム編成・・・監督︑コーチ︑

ことのある人は︑35餅宝︶

校の大会は除ぐ﹀に出場した

︵ただし︑かつて全国大会︿高

日現在で25歳以上であること

チーム︒メンバーは︑一１１月17

内在住の既婚婦人で構成する

場体育館ほか▼参加資格・；市

ところ・：関西ヤマザキ京都工

㈲︑いずれも午前９時から▼

束宇治 35 ＊45 五ヶ庄梅林官有地 31−8259
知しまず︒

戸詳しぐは︑申し込み後に通

0月は都市緑化月間

お知らせ

たかひろちゃんはとても愛想が
午後２時から京都駅前アバン

また︑府では10月５日出︑

市計画課︵豊⑩3141︶へ︒

緑の相談所▼問いｉｍ＼⁝都

パンフレットービラの配布・

鉢物︑花の種・球根の無料配布︑

︵山城総合運動公園︶▼内容・：

午後５時▼ところ⁝太陽が丘

の場合は13日面︶︑午前９時〜

▼とき・・・一⁝一月10日㈲︵雨天

ださい︒

ご家族お号りいでお越しぐ

ために︑啓発行事名汀います︒

て緑豊かな町一つくりを進める

園の整備を促進し︑市民あげ

市では︑都市の緑化︑都市公

10月は都市緑化月間です︒

緑化推進行事を展開

1

この欄に掲載するお子さん（59
年10月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

ご記入はお済ですか

人数は︑左下表のとおりです︒

保護者と共に市内に居住して

︿入園願書の交付﹀

いることが必要です︒

10月１日㈹から16日出まで
︵５歳児は15日固まで︶に︑・
入園希望の幼稚園で交付︒
︿申し込み受け付け﹀
入園願書か幼児同伴の上︑
希望の幼稚園へ提出してＩだ
さい︒受付日時は次のとおり
です︒
各園共通で10月14日側＝５
歳児︑15日㈹＝４・５歳児︑
16日出＝４歳喝時間はいず
れも午後１時半〜４時
︿入國の許可﹀

８時半市民会館︵宇治公民館︶
前集合▼コース⁝市民会館←
志津川よ天山キャンプセンタ

当︑水筒︑雨具など︵交通費は

料⁝四百円▼申し込み⁝官製

基本的な投げ方︑競技▼参加

各自負担︶▼問い合わせ⁝木

▼とき⁝10月27日㈲︵固大

22−1503

学生以上の男女50人▼内容・・・
なお︒固︸ハの場合は10丹20
日面に順延し濠す︒

はがきに﹁フリスビー講習今
競技大会﹂と書き︑住所・氏
名・年齢・性別・電話か明記
し︑10月18日必着で︑山城総
合運動公園管理事務所業務課
︵広野町八軒屋谷１番地･ｅ
⑩Ａ１３︶へ▼問監Ｂせ
：山城総合運動公園管理事務
所業務課まで︒
家庭婦人
バレーボール大会

明 ‑

32−9439
80 木幡隋尾47‑1
幡 ‑
木

, 22−0495
神

120 宇治野神57
盛 ‑

80 大久保町平盛30‑4 44−7447
平

41−7224
大久保 35 ＊45

謡
電
地
在

村長次さん︵豊⑤3633︶へ︒

ー←日野薬師←京阪木幡駅

島 ‑

大久保町山ノ内3

とに抽選︒募集人数に満たな

▲ﾌｧｲﾄあふれる練習(バレーボール教室･6吽1月)

生次れた幼児︒

▲ヨーイドン…リレーを楽しむ園児(Ｓ月19日･伊勢田幼稚園で)

○１年保育︵５歳児︶９昭
和55年４月２日か品年４月

育館▼対象・定員⁝小学校４
年生以上の男女40人︵先行順︶
▼参加料・・・無料▼問虻おせ

︵黄璧公園内豊⑩1905︶

・申し込み⁝宇治市体育協会

へ▼主催山落市バレーボー
ル協会︒
京都府縦断歩こう会
▼ときト10月13日面︑午前

市立幼稚園新入園児の募集園名と人数
▼とき・・・11月17E旧︑24日

（＊大久保幼、東宇治幼の5歳児は60人ですか、内35人は2年保育から
の進級者となります｡）

労働災害を無くそう

人ありました︒労働者の職場

上休業した人が五千五百六十

作業環境の下︑労働災害の撲

ださい︒健康な心４と快適な

事や休養に十分気か付けてぐ

康で働くために︑家庭でも食

また︑労働者が心身共に健

の高揚を図りましょう︒

今日から労働衛生週間
京都府下では昨年︑労働災

での災害は︑まだまだ後を断

滅に努めましょう︒

害により死亡したり︑四日以

る全国労働衛生週間を機会に︒

社会保険相談所

︵交通労政課︶

ちません︒十月一日から始ま

事業所をあげて労働衛生意識

テ″広場で︑花の種・球根・
鉢物などの無料配布や緑化相

集を始めていますが︑定員

成人病の早期発見・予防

にまだ余裕があります︒

のため︑ぜひご利用くださ

▼対象・：次の①〜③の全

い︒

検診日に宇治市の国保に継

ての条件に該当する人︒①

続して一年以上加入してい

る︑40歳︲鬘65歳未満の人

②検診日に入院または妊娠

の制度夕莉用していない人

していない人③59年度にこ

▼検診内容・：京都第一赤十

字病院で︑成人病を中心と

一万二千三百円︵いずれも

治公民館︑時間はいずれも午

廊９木幡公民館︑25日廊︱宇

円︵Ｉチーム︶▼申し込み・

・：Ｉチーム叉▼参加料⁝千

合方法・・・団体戦▼チーム編成

︵宇治里尻71−９︶３階▼試

程度︑Ｃ幣⁚４級〜７級程度︑

程度以上︑Ｂ級＝初段Ａ級

務する人▼級別：Å級＝２段

市・久御山町に在住または勤

ト▼参加資格・：宇治市・城陽

ところ⁝宇治労働セツルメン

ただし調整する場合があり

年３月31日までの希望Ｅ︵

市では︑簡素な中にも厳粛

保険管路って保険年金課

︵保険年金課︶

へお越しぐださい︒

十日までの間︑業務は東宇治

警部補派出所︵五ヶ庄折坂五

六−ニ・酋⑩8219または

容⑩7046︶で併せて行っ

ています︒ご用の際は︑束宇

治警部補派出所または︑宇治

警察署︵豊⑩1111︶まで

なお︑緊急の場合は局番無

ご運絡ぐださい︒

︵宇治警察署︶

しの一一〇番へ︒

新郎︑新婦のいずれかが︑宇

治市民であること▼申し込み

に︒申込書︵市民会館に備え

・：10月１日から拓日までの間

付けのもの︶に必要事項か記

入し︑印鑑と挙式料二千円を

門出を祝福して記念品を進呈

どについてはご相談鴛また

なお︑記念写真︑披露宴な

添え︑市民会館へ︒

治公民館︶で市営結婚式を行

Ｌまチ︒詳に︸ぐは︑宇治市民

会館︿宇治公民館﹀宇治里尻

ってい未了︒ふ萩の挙式希望

▼挙式可能日：11月９日出︑

︵早治市民会館︶

71−９・き＠２〜４︶へお
問い令幻せください︒

午後２時の２回▼利用条件⁝

13日團︑17日間︑19日脚︑25
日囲▼挙式時間⁝午前10時と

者夕沢の要領で募集し示す︒

な結婚式かと︑市民会館︵宇

ます︶▼申し込み⁝印鑑と

木幡警察官派出所︵木幡南

労働セツルメントにあり乖ｙ︶

に参加m泳>t＜＼‑'︑宇治労働

加入者を対象に︑半日人間
木幡警察官派出所︵改築
ド″ク検診料の補助を実施
へ︒
︵交通労政課︶
していホヂ︒
セツルメント︵ｓ⑩2315︶
六十年度は︑七月から募

工事市
中で
︶は
は︑
東国
宇民
治健
へ康保険の

︱一万一千四百円︑女性＝

成予定の昭和六十一年一月二

自己負担分︶▼受診日・：61

した総︷荻診▼費用・：男性

険制度について︑専門の相談

工事中です︒そのため工事完

年金や健康保険など社会保
ら京都会館で緑化についての

員が相談に応じます︒お気軽

談︑10月14日㈲︑午後１時か

講演を行います︒その外期間

山畑三＝〒五︶は︑現在改築

方法など詳しぐは︑京都市役

後１時〜４時︒︵保険年金課︶

▼とき・ところ・：10月⁚１１日

所建設局公園管理課︵０７５

宇治・城陽・久御山

勤労者将棋大会

▼とき・：10月20日間︑午前

問い合わせ・・・10月４日面まで

Ｄ級６初心者一

９時半受け付け︑10時開始▼

に︑伊藤久一郎さん︵宇治乙

６時半▼ところ山落公民館

▼とき⁝o月６日閣︑午後

市民茶香服大会

ください︒ ︵都市計画課︶

ｍ一3586︶へお問い合わせ

写真コンクールを開催︒応募

にお越しこださい︒

定員に余裕があります
中︑都市緑化をテーマとした

国保半日人間ドック再募集

10月１日から受け付け
挙式希望者を募集

までに所定の申込用紙︵宇治

百円▼申し込み⁝10月12日出

方63・酋⑩3993︶圭飛

農林茶業課︶

︵宇治市茶業青年会︒

十月一日は国勢調査の日
です︒国勢調査は五年に一
回行われ︑国や都道府県︑
市区町村の人口や世帯数な
どを明らかにするもので︑
行政を進め今上で重要な資
料となります︒
調査員が皆さんのご家庭
にお配りした調査票は︑一
日から七日までの間に︑回
収に伺いし毒了︒それまで

ご協力をお願いＬＸチ︒

にご記入いただ去歪すよう︑

︵企画課︶

507

気軽にご参加を
市民体育課 電話223141

▼ところ⁝菟道第二小学校体

市営結婚

橘

80 横島町石f,Sl3 21−2708
道

80 小包町西山44
伊勢田 ‑

宇治妙楽128‑1 21−2703
人80
人
‑

菟

所
募集人員
園名 A歳'M.5歳児

良い男の子。お客様をにっこり笑
顔で大歓迎します。

10月1日は国勢調査

市立幼稚園

秋…スポーツでいい汗
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の利用のしかたなど、お気軽にご相談くだ

●２日(小倉公栄ビル10時

正午と13時〜15

さい。

時半)､11日(〈株〉関西西友宇治店10時〜15

♂●丿●●●●●●●●●･●･●･●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･●･●･●●●●●●●●●●●●●●

時半)､17日(京都文教短期大学10時〜15時

社会福祉協議会の法律（定貝10人）・年
金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、

半),29日(三和研磨工業〈株〉10時〜正午)。

行政・人権・消費生活・精神薄弱者相談
の日程は、60年度版「市民カレンダーと

飼えなくなった犬・猫の引き取り
●8日(木幡公民分館10時40分発、小倉公民

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、

館10時50分発、旦椋公会堂11時10分発、字
治保健所11時30分着)｡その他、毎週月曜日
(午前９時〜lO時半)宇治保健所で実施。
相談あんない

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
会館3階の家庭児童相談室(a⑩8698）

●青少年相談(14日、市巨l会館13時〜16時)。
●京都府交通事故相談(2日、16日、京都府

で。高齢者職業相談（無料）は毎週火・
９時〜16時に総合福祉会館2 階
祉センター(豊⑩5652)で。

宇治地方振興局a@2049.

金曜日の

9時〜16時)｡交

▲名水くみ上げ（宇治橋Ξの間で）

ｉの老人福

宇治茶まつぴが︑十月六日

示急茶まつりは︑茶業先覚

心に繰り広げβ祭チ︒

ら興聖寺本堂刄

▽茶まつり式典・・・午前十時か

半から興聖寺門前で︒

▽茶せん塚供養・・・午前十一時

副席は朝Ｅ焼内松露庵で︒

▽茶席・・・本席は興聖寺書院︑

から三時まで︒野点席︑お

▽中の島での催し・・・午前十時

茶のみコンクール︑そば席︑

茶せん即売︑炭山陶器即売︑

｀ ▽前売券・・・二千円︵式典参列︑

ル券︑そば券︑平等院庭園

茶席券︑お茶飲みコンター

入場券など︶︑里謡工必一

議所︑観光協会︑市内の茶

販売店で発売中︒

▽問ｋＢせ・・・雲嵩工会議

︵商工観光課︶

所︵豊⑩−１０１︶へ︒

者の遺徳と茶業の発展か祈る 植木市︑宇治茶の接待なぺ

早治の伝統行事です︒

秋の一日︑ひ家族おそろい

中の島では

野点や植木市

時から宇治橋三の間で︒

▽名水くみ上げの儀⁝午前９

そよかぜ号巡回日程

宇治市中央図書館︵き⑩1511︶

移動図書館

の算定。訴訟や調定のしかた、自賠責保険

に興聖寺と宏川中の島を中

1………………

でお出掛けください︒

通事故の法律問題、示談のしかた、賠償額

10月６日興聖寺・中の島一帯で

保険・衛生・相談・移動図書館︵10月分︶

献血

flj

宇治茶まつり

宇1台

第715号

10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）
小倉町（蓮池､.堀池、南堀池、京銀前から南京信前
までの市道筋以北の西浦）
伊勢田町（南遊田）

1

17

2

棋島町（全域）
18 宇小倉町（近鉄以東の新田島）
治（戸ノ内、蔭山、国道以北の御廟・天神）
木
幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ

3

19

4

21

内．赤塚、花揃、金草原．北畠、桧尾、北山
畑、国鉄以東の正中・東中）
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）
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
木 幡（熊小路）
五ヶ庄（雲雀a>谷前、西田、古川、北ノ庄、西川

5

22
菟

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）
道（平町）

−51
六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
1
22 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
71）
2￣￣23 ￣￣西済X国鉄以東)、==番割．芝ノ東(府道両側)．南端(国鉄以東)
3
24 芝ノ東(府道以東)、広岡谷．南山(Ａ)、中村(さっきヶ丘)
4
25 南山(Ｂ)、金草原
5
26 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
7
28 北畠、桧尾．平尾、須留
8
29 花揃、赤塚、陣之内(国鉄以東)、御園、御m山、畑山田、北御園、正中(国鉄以東)、町並一部
9
30 北mm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、
11
31 柿ノ木町、一丁目、札ノ辻町、紺屋町
12 11/1

８

9

23

24

25

菟
道（平町を除く全域）
明星町（全域）

2

志津川（全域）
羽戸山１〜４丁目
宇
洽（山本、乙方、東内、又振、山田）

3

宇

4
5
7

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、

池森ヽ米阪ヽ矢落ヽ若森ヽ国鉄以南の天神）
天神台１〜３丁目
白
川（全域）
折居台（i:域）

内畑、西中、中村(国鉄以西)、大瀬戸(国鉄以西)、壇ノ東、西浦、有烏小路、南端(国鉄以西)

14 11/2 大林、梅林、芝ノ東(国鉄以西)．西浦一部
16 11 /6 寺界道、古川、西田、北ノ庄 野添、谷Sil、西浦一部、梅林官有地、大林一部
17
西浦一部．新開、平野府営住宅、折坂一部
18
福角(国鉄以西)、日皆田、岡本、上村、大八木島
19
車田一部、平町、一里塚、戸ノ内(棋島飛地)
21
車田、丸山、出口(国鉄以西■).
森本(国鉄以西)、Ｓ下町国鉄以西)
18
笠取

五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、
戸ノ内、京大宿舎）
7

8
9

．
23

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
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、南ノロー部、西裏、寺山(国鉄以西)、
24 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、
25石塚(心華寺通り以西)
26 東扱、一里山、桐生谷、開町、石塚(心華寺通り以東).宮北一部
28 小根尾、大開一部、尖山一部、宮東(城南荘本通り以西)、宮西、宮北
野神、大谷、弐番(府道以南)、大谷山(権見町)、琵琶、若森(国鉄尽南)ヽ矢落(国鉄以南)ヽ
29 宮東(城南荘本通り以東)
30 下居、善法、壱番．妙楽．宇文字、里尻(国鉄以南)、塔川

小倉町（奥畑）

11

南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
神
明（全域）

12 11/1

31

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

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)

宇
治（蛇塚、大谷、野神一部）
琵琶台（全域）
広野町（小根尾一部）
10

！22

29

2
3
4
5

く西裏・茶屋裏）
大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、
久保）
西大久保府営拝宅(21棟〜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

14

30

ノ荒、ウトロ、南山）
開
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）

15

31

宇
治（半白）
小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）
羽拍子町（国道筋）
伊勢田町(北山、大谷、若林、井尼 中山、毛EE）
小倉町（南浦、山際、京銀前から南京信前までの市

16

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
紗Hヽmm湧訟詣μがヽ゛‑゛ヽ゛^.゛ヽ

28回９臥頴訂勁庁瓢、n、中ａ、%ai）
西大久保府営住宅（l〜20棟）
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、国道筋を除

11

尿（城南衛生管理組合電話075−631

11/1

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）

し尿収集の届け出を
家族や同居人に増減があっ
）つ
たり転出転居、浄化槽設置な
iな
どで、し尿収集届出ﾋﾟ異動が
りが
あったときは市役所清掃事務
i務
所へ届け出てください。
(城南衛生管理組合)）

7
8
9
11
12
14

中山(近鉄以東)、大谷、西畑、中畑、春日森、−ノ坪、島前、
23大町、大川原．中川原(大川原線以西)、石橋(大川原線以西)
24
中山(近鉄以酉)、毛語、若林
25 羽拍子町
26 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)、
28 神楽田(山中含む)
29 戸ノ内、矢落m鉄以北)、若森(国鉄以北)、里尻(国鉄以北)、小桜
30 東目川、西目川、南落合(0〜3の通りまでゝ
31 南落合(４の通り以降〜13の通りまで)
11/1 南ri(ioo〜110,84〜98、30〜33).大只団地、山際一部
11/2 mm、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、
11/5 郡．石橋(大川原線以東)

15
16 11/6
17

18
19
21

老ノ木、久保、西山(国道以東)、蓮池、寺内一部
東山、天王、蔭山4吹前、中川、(大川原線以東).
十−(大川原線以東．国道以東)、竿六(国道以東)、十八(国道以東)

寺内、西浦
南堀池(本通り以北)、用堀池(本通り以南)
用堀池(大和、田中)、堀池

508

