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よいお年をお迎えください

住みよい地域社会づくりへ

★61年度版市民カレンダー★
掲載写真を募集

12ヵ月の歩み
宇治市政

工場︶火入れ式︒

▽城南衛生管理組合第二清掃工場︵仮称折居清掃

跡を発易岡本廃寺と命烏

▽岡本遺跡︵五ヶ庄日皆田︶で︑七世紀末の寺院

12 月

携に合意する︒

▽ヌワラエリヤ市長来宇︒公式会談で友好都市提

１１月

▽︵仮称︶広野公民館︵広野町寺山︶建設工事始

▽第38回関西茶品評会が開催

10 月

見される︒

▽宇治二子塚古墳で府下で初めての二重周濠が発

参加で行われる︒

▽府総合防災訓練か太陽が丘で︑約4000人の

９ 月

▽スリランカ国ヌワラエリヤ市長が来宇︒

▽宇治市スポーツ振興審議会が最終答申︒

８ 月

る︒

▽大久保駅周辺地区整備計画案モデル計画まとま

▽宇治市行政改革審議会が発罵

▽宇治市シルバー人材センターが発罵

▽第43回国民体育大会宇治市基本計画を策定︒

▽︵仮称︶産業会館基本設計まとまる︒

▽善法青少年センター︵宇治善法︶が開館︒

▽中国浹西省・咸陽市の市長らが表敬訪問︒

▽西小倉地区社会福祉協議会が発ｆｆｉｆ

▽内職センター︵木幡南山︶が新築完成︒

４ 月

▽市内で空き家︑留守宅の不審火が続発︒

ムが稼働︒

▽市民課で漢字オンラインによる住民記録システ

３ 月

る︒

▽京滋バイパス建設工事で宇治川橋下部工事始ま

２ 月

▽火災が多発する︒︵過去十年間で最高︶︒

開催︒

▽昨秋開館の宇治市文化会館大ホールで成人式を
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82,137人
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165,518人（前月比223人増）
男

月

▽第43回国民体育大会宇治市実行委員会発罵
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'85宇治この1年

問合せ広報課（電話223141）

消費者コーナー

学習会で︑比較洗濯実習を
実施しました︒洗濯機や汚

べ石けんの使用が伸びてい
ます︒それぞれの使用理由

とともに︑汚れ落ちや手間

こシレた人が︑実際に石け

・三％の人が感じてい未了︒

や環境に対する不安は五六

少なぐなったといラものの︑

果から︑石けんの僚れた面

アンヶ ・︲トや比較実習の結

のムードだけでなぐ︑この

テレビコ了︲シャルなど

んへ切昨替えて行くのでし

についても︑石けんを見直

合成洗剤の使用による皮

す意義があると思われます︒

た比較では︑だれの目にも
膚障害は四三・七％の人が

れものなどを同一条件にし

﹁汚れ落ちが良い﹂三八％︑
石けんの方が汚れ落ちが良
経験︒合成洗剤の使用者が

は︑合成洗剤の使用者では

﹁手間がかからない﹂二七
く︑更にすすがや泡切れも
手間がかからないといラ結
前述の様に使用者は六三％

・六％となっており︑﹁い
ただきもの﹂という消極的

で︑皮膚障害がありながら

︵商工観光課︶

す︒

や良さを見直したいもので

そして︑合成洗剤の人体

使い続けている人が多いと

果が出ました︒

合成洗剤では︑何となぐ

いえ毒了︒

な理由が一九・六％︒

薄い︑灰色にくすんだよｙつ

被害者・加害者ともに悲惨な

やめても６いたいものです︒

ごろですが︑飲酒運転だけは

お酒蓼飲む機会が多いこの

す︒

年一月十五日まで実施鳶笛

飲酒運転追放市民運動が来

やめましよう

飲酒運転は

調査の秘密は厳重に守られ︑

す︒

どの資料として役立っていま

産︑販売計画か立てる場合な

市の開発計回や各種製品の生

重要な統計調査の一つで︑都

の製造業の姿を聊りｙ︑最も

毎年行っているもので︑全国

この調査は︑通商産業省が

調喜男記入依頼に伺い毒ｆｙ︒

っており︑近日中に調査員が

業所もすべて調査の対象にな

しは︑従業者数三人以下の事

業に属する事業所です︒こと

対象は︑事業所のうち製造

一日付で行りれます︒

工業統計調査が十二月三十

ご協力を

工業統計調査に

お知らせ

129▲24.1 40.2 178 &〕
237 3.5 16.2 255 198

たとえ少量でも﹁飲んだら

715 2.1A 2.5 800 630
534▲3.4Ａ 1.8 598 456

み

食''ン

そタヶヤミソlk≪337 4.3 6.3 358 275
普通品1斤
０ ０ 170 120
(スライスしたもの) 160
白の艮そで
156 ０ 12.2 250 120
洗il代 ワイシャツ

︵企画課︶

︵納税課︶

︵交通労収課︶

賠償等︶が問われ毒ｙ︒

更に︑堕工の責任︵損害

Ｏ事故か起こした場合

万円以下の罰金︒

３ヵ月以下の懲役または︑３

酒気帯び運転・・・︱点の減点︒

円以下の罰金︒

２年以下の徴役吏陛︑５万

酒酔い運転・：15点の減点︒

○違反をした場合

乗らない﹂強い望心欠

︵中央図書館︶

へ︒参加は無料です︒

中央図書館︵豊⑩1511︶

小学校低学年▼問い合わせ・・・

紙芝居など▼対象・：幼児から

マスにちなんだ読み聞かせ︑

図書館集会室▼内容・・・クリス

３壁Ｔ４時▼ところ⁝中央

▼とき・・・12月259 困︑午後

おはなし会

めぐださい︒

に︑最寄りの金融機関へお納

分の納期月です︒納期限まで

今月は︑固定資産税第３期

2月は固定資産税
1
第３期分の納期月

量子︒

きますよ<ｎ' il協力をお願い

有りのままを記入していただ

忙しい中ですか︑調査票には

ことは決してありません︒お

統計以外の目的に使用される

1.650g
食用油 日清サラダ油瓶入
キッコーマン濃口
しよう油瓶入2
I

が七〇・七％でした︒
調査結果の中から洗剤に
ついてお知らせします︒

石けんの使用者では﹁環

な洗い上がりでした︒これ

凍った時には︑ぬるま湯を

大きな効果があ皇子︒

キャベツ中玉約lkg

卵Ｍサイズパック入
10個

市では︑消費牛居モニタ
ーの協力で︑消費者の実態
についてアンケート調査を
実施︒消費者行政や洗剤︑

境汚染が少ない﹂四五・四

ビニールタ巻いて︑

350 2.0 9.0 458 165
０ 11.1 38 12
20

結果が待ち受けてい卓子︒

０▲0.4 278 218
210 0.5 1.9 238 188
ネスカフェ黒ラベル
1.052▲0.7 8.81.098 935
瓶入150 g

インスタント
コーヒー

日清小麦粉フラワー
ug
薄力粉）

小麦粉

食生活︑訪問販売などに関

％︑﹁人体への害が少ない﹂

消費生活アンケート結果から
増える 石けん 使用
合成洗剤が
やはり多数派

ないぷつにすると効果があり

ゆっくりとかけて溶かしでＩ

ださい︒熱湯では管が割れる

ことがあ皇子︒︵水道部︶

温度に気を付ける︒血圧

の高い人は急に寒いとこ

ろへ出ない︒

Ｏ風邪の予防⁝うがい忿す

る︒風邪やインフルエン

ザは︑手を通じても感染

するので石けんと流水で

手牽よぐ洗う︒

Ｏ風邪をひいたら・・卓めに

安静︒入浴︑喫煙は控え

る︒栄養価が高べ消化

の良いもの衆貫べる︒症

状のきつい場合は︑早め

︵保健予防課︶

に医師にかかること︒

すき焼用

865▲1.0 ▲3.7 970 650
341▲1.4 ▲5.0 500 240

肉中程度100g

258

糖上白Us

砂

してお尋ねしましたが︑
このほ芦結果がまとまりま

市民の皆さんで︑四百六十

した︒対象は四百八十六の

乍人から回収︒回収率は九
七・二九％でした︒

すよりも︑蛍光増白剤で白

故を予防するためには︑家庭

南郷工業所 久保田工作所朝日建設㈱
21−2185
21−2310
23−5561

は︑合成洗剤が汚れを落と

比較実習で
く見せるためと言え未了︒
こシした洗濯実習の結果
から︑環境学徐への影響

これからか冬本番です︒
年末から年始にかけて︑水
道管の破損や凍結などの故障
が生じた時には︑下表のとお
り公認業者が順番に当たって
いますので︑お近ぐの業者に
直接連絡してぐださい︒

Ｖも屋外に出ている管には︑

未罵また︑寒波の厳しい夜間

1／3

2.4kg

洗濯用
粉石けん

０▲1.3 230 225

西田工業所 西岡工業㈱ ㈱森工業所
31−8255 京,601−5331
22−5551 夜43−0891
43−1474

S. 5け 切り身100
g
バレイショ 男爵io〕g

鶏

25cmX8m

ヽイル

230

シャンプー 液体ポリ容S220CC
花王エッセンシャル

161A 0.6▲5.8 180 110

サランラップ
台所用
ラップ 30cmX 20 m
アル

1／2

四〇・七§でした︒

優れた石けん
なお︑消費牛吝モニター

まで年末年始の休館日︒一月
六日側は休館弓
︵各公民館﹀
中央公民館︑宇治・木幡・
小倉各公民館とも︑年内は二
十七目まで開館︒十二月二十
八日から一月三日まで年末年

早めに保温材盈賀将けまし

たβしておくと︑凍結予防に

には︑蛇口荒貳惑けて水を

22−5223
京611−5127〜9

牛

400枚入りI箱

訟
価f5状況

裴
封前月比 封前年比

平均
価格

格
水にぬれ

ょう︒布や市販の発泡スチロ

水道管の凍結による破損事

‑店頭価格調査に基づくものです｡(商工観光課)
ール盈警付け︑その上から

冬の健康
この冬m康で過９走
めに次のことに心掛けまし

Ｏ規則正しい牛活・・・過労を
避け︑十分な睡眠衆とる︒

ンスがとれた食事かずる︒

○体力づくり・：栄養のバラ

運動か日常生活に取り入
れる︒

清潔に︒暖房中は換気︑

○体の保温・・・衣服︑寝具を

ウェダ管工業㈱

回答者の年齢層では︑三

尋ねました︒合成洗剤が六

洗濯の使用洗剤について

で四十歳代の二丁二％︑
三り︵昨年度七〇・七％︶︑

十歳代が五七・八％︑次い

以下二十歳代︑五十歳代︑

九・三％︶で︑昨年度に比

小児科＝12月29日と12月31
〜１月３日︒歯科＝12月29

始の休館日︒◇一月六日囲︱
中央公民館の定例休館日◇一

日〜１月３日︒
なお︑12月22日面と１月５

月五日⑧土落・木幡・小倉

まで年末年始の休館日︒

十二月二十八日から一月三日

年内は二十七日まで開館︒

︿宇治市観光センター﹀

各公民館の休館日︒

日間も平常通り開きホす︒
▼受付時間・・・午前９時50分〜
正午︑午後１時〜４時半︒

と午後１時〜５時

▼診療時間・：午前10時〜正午

宇治市役所向かい側・公⑩

▼所在地・：牢治下居13の２︵

4630︶︒・
各種施設の
休館日

涯

灯

｛クリネッダス･又コッテイ)

ティッシュ
ペーノ4−

1,291▲5.4 ▲12.5 1.3601,200

18f店頭
油
18*配建

1,242▲5.1 ▲12.7 1.3001.150

12/31 ㈱新下工業 山田工業㈱
22−5332
22−0946 夜23−1618
京611−2275

百兄が三六・一石︵同二

一％が女性︒職業では主婦

なお︑小倉町の﹁カメラの
うさぎ堂﹂と横島町の﹁あた
りや﹂は︑二十七Ｂが定休日
ですので︑申請は二十五日の

︿総合福祉会館﹀
年内は二十五日まで開館︒

館﹀
年内は二十七日まで開館︒
十二月二十八日から一月三日

㈲木下工業所
12/29 池田工業所 照喜名工業所
21−2689
32−2680 夜21−2553
22−3661
夜32−5752

規
21−3429

六十歳代︒性別では九六︒

市内八ヵ所の商店のご協力

午前中までに︒ 吊民課︶

をご持参ください︒

▲消費生活モニターの洗濯実
習（60年９月９日）

141 2.2▲4.1 145 135
149▲2.6 ▲0.7 168 118
222 ０ 1.4 238 178

ガソリンレギュラー1亡現金
売り

宇治川工業所
㈱関口工業 ㈱彩光設備
31−8688 夜22−0694
22−8338 夜45−0050
44−5630

1／1

仕事納めは28日︑新年は4日から

で開設している市役所連絡所

六日囲と九日閑なべ月・木

▼診療科目と診療日・・・内科・

公認業者当番表

名
品
23−6275

笠
取
地
区
に
つ
い
て
は
東
地
区
と
同
じ
森田水道工業所 大川設備

12/30

お買物のめやす
消費者物価20（12
月分）
この公表価格は, 12月初めに実施した消費者モニタ
笠取
地区
酉地区
中地区
日 東地区
月

松林工業㈲
32−6468

過労を避け、睡眠を十分に

年末・年始 市の業務は休みに
急患は休日急病診療所へ
お正月まであとわずか︒年末年始は︑市役所をはじめ︑いろい
ろな仕事が休みになります︒この時期︑急病人が出たり︑水道管

市９院の仕事納めは十二月

休日急病診療所

十二月二十七日から一月四日

年末Ｗ忌日から年始１月３

曜日・祝日は定例休館日︒

まで年末年始の休館日︒一月

日まで開路示す︒急病の時は

宇治市休日急病診療所は︑
年内に住首座芦ぷ必要な

ぜひご利用ぐださい︒診療を

十一時半までに申請してぐだ

破裂したら休日当番店へ

が破裂したら大変です︒そこで︑こうしたときの対策など︑年末

二十八日出︑新年の仕事始め

は︑十二月二十八日から一月

市役所連絡所

払いも二十八日まで︒

年始の市の業務についてお知らせします︒
市の一般業務

は一月四日出です︒二十九日

五日まで休み二八日から取り

28日までです

から三日まで︑市の一般業務

扱いを始めます︒

六日の午前中までに︑市民課

人は︑連絡所へは十二月二十

ただし︑出生届や︑婚姻届︑

は休みとなります︒

死亡届な芦緊急のご用の際は︑

受ける人は︑﹁健康保険証﹂

さい︒

︿宇治市文化会館・中央図書
本庁︵警備員室︶で受廿付け

へは︑十二月二十七日の午前
合わせは︑市役所︵豊⑩31

ています︒この場合のお問い

41︶へ︒また︑会計課の支

水道管凍結にご注意

1985年（昭和60年）12月21日発行（2)
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生から四年生までの児童のう

育成学級クリスマス会･59年12月)

請
61年度 育成学級の入級申

昭和六十一年度育成学級の

教育課でお渡しＬＸチ︒申請

成学級婁陛教育委員会社会

なお︑現在入級している児

９時から午後４時まで︒

委員ｍＭ教育課で︒午前

Ｏ１月24日面・蓉苗・：教育

から正午まで︒

には︑母親の在職証明書など

申込用紙は︑各小学校の育

が必要です︒詳しいことは︑
童で︑引張続章ハ級を希望ず

︵社会教育課︶

る人も申請が必要です︒

入級の手引をご覧ぐださい︒
︿申請受付日と場所﹀
061年１月23日中・・各小学校
内の育成学級で︒午前９時

開始▼ところ・・・府立宇治労

働セツルメント▼参加資格・・・

字治市︑城陽市︑久御山町に

在住または勤務する動労者▼

級別・・・Å級︵︱段以占︑Ｂ

級︵初段１３級︶︑Ｃ級︵４
″Ｔ９級︶▼参加費・・・参加者

Ｌ人につき千二百円▼申し込

み・・・61年Ｌ月習苗午前中ま

でに︑参加費奮匹えて字治労

働セツルメント︵宇治里尻七

●京都府交通事故巡回相談（8、22日

ち︑母親が外で仕事をしてい

(17日、市民会館13時〜

たり病気などで︑放課後児童

16時）青少年の悩みなど。

︵交通労政課︶

16時）。｀

一︱九・市民会館１階︶へ︒

●青少年相lil!

歴史資料館・企画展

﹁山あいの村々﹂

歴史資料館では︑企画展﹁山

あいの村々﹂−近世・笠取山

相談あんない

入級申請の受け付け忿行いま

昭和六十一年一月一日現在で︑

地の地域と生活−を開き毒ｙ︒

移動図書館

●移動市民相談（29日、中ノ田集会所

そよかぜ号巡回日程

保健所でも実施。

す︒

象・・・昭和40年４月２日から41

選挙人名簿に登載出来る人を
調査し津ｙ︒

３月30日面︑午前９時〜午後

・▼とき・：61年１月７日㈹〜

５時︒月曜・祝日は休館▼と

内東部の山々を訪ね︑そこに

ころ・：歴史資料館▼内容・：市

開けた村々やハ々の隻苔振

り返旦手﹈︒明治初期に作成

された各村々の絵図鴛はじめ︑

江戸時代の古文書や最近まで

使用されていた山仕事の民具

などの展示▼問い合わせ・・・歴

史資料館︵豊⑩1311︶へ︒

毎週月曜日（9時〜10時半）に宇治

宇治市消防出初め式

時半に︑消防団員を召集する

年４月１日までに皐ま右だ人

登載申請が出来るのは︑①
昭和四十一年四月一日までに
生次れた人で︑②一千平方メ
ートル以上の農地を耕作して
いる人か︑③耕作している人
と同居の親茫岨偶者で︑年
間おおひ岳︿十日以上耕作に
従事する人です︒
申請用紙は︑十二月下旬に
各農家へ郵送し乖ゐで︑来
年一月十日までに農業委員会
事務局か最寄りの農協各支店

時10分発、宇治保健所11時30分着）。

″けになる場合に限ひます︒

サイレン牽吹鳴し柔ｙ︒火事

▼内容⁝式典︒講演︵﹁バレ

農業委員会では︑農業委員

１月の社会保険相談

入場無料︒ ︵歴史資料館︶

▼とき・ところ・・・61年１月

109 宙＝小倉公民館︑24日宙
＝広野公民分館︒時間はいず

れも午後Ｌ時〜４時▼内容・・・

倉公民館10時50分発、旦椋公会堂11

︿申し込みが出来る人﹀

年の始めに︑消防職員︑消防

と間違えないぶつご注意ぐだ

１月７日︑文化センター広場で

団員なμ清防関係者が集まり︑

さい︒

ーボールにかけ昏劣青春﹂

防火・防毘錫の充実と発展

また︑当日の出初め式開催

のため︑団結怠獄を高めま
す︒市民の皆さんも多数ご観

オリンピックーバレーボール
金メダリスト・半田百合子さ

中は︑臨時駐車場が使用出来
ませんので︑中央公民館・中

ん︶︒特別企画︵恩師を囲む

▼とき・・・61年Ｌ月７日脚︑

央図書館をご利用の人は︑ご

会委員の選挙人名簿の調整を

詳しいことは︑農業委員会

へ提出しでＩださい︒

︵農業委員心一︶

ＢＨｉＳ局へお問ｋＳせくださ
い︒

宇治・城陽・久御山

年金や健康保険の仕組みにつ

勤労者囲碁大会

いての相談︒︵保険年金課︶

9

覧ぐださい︒

午前10時〜正午▼宇治市文化

ゲーム大会︶▼主催・・・早治市

︵社会教育課︶

成人式実行委員会・市教育委

協力をお願いし柔す︒

員会︒
農業委員

▼とき⁝61年１月15日㈲︑

選挙人名簿の調整

午後１時〜３時半▼ところ・・・

毎年行っていまず︒本年度も

市成人式を開きます︒

新成人べ祝い励ます宇治

宇治市成人式

︵消防本部︶

センター運動広場︵臨時駐車
場︶▼参加・・・消防団︑自衛消
防隊︑少年・婦人防火クラブ︑
消防職員な芦約六百人▼内容
・：京都府消防協会長︵知事︶
表彰旗授与式や団員の表彰︑

幼年消防クラブ員による鼓笛

宏雨文化忿哭ホール▼対

仇以下▼申し込み・：12月25日

訓練等の展示・披露︒少年・

隊演奏︒なお︑当日の午前８

豊⑩7678︶︒必ず運動靴

までに︑往復はがきに住所︑

●一・一一・一自Ｉ一Ｉ一自ＩＩ♂

でお越しぐださい︒

氏名︑年齢︑性別︑職業︵学
校名・学年︶︑電話番号︑参
▼とき・・・61年Ｌ月26日面︑

時〜16時1

ネ･ナハトムジーク」他2曲

午前９時半受け付け︑10時に

京都府宇治地方振興局a@2049,

※モーツァルト「アイネクライ

市長が年頭あいさつ

飼えなくなった犬･猫の引き取り

︿申込用紙と必妥書類﹀︒

新年は一月七日から利用が出
翌年一月六日㈲まで休みまず︒

黄聚・東山公園の両運動施

設は︑十二月二十八日出から

新年は１月７日から

新年は１月７日から
黄檗・東山公園

黄檗・東山公園

みんなで走ろう
健康ランニング大会

加種目か明記の上︑広野町八

管理事務所︵豊＠1313︶

軒屋谷１︑山城総合運動公園

へ︒

●14日（木幡公民分館10時40分発、小

市立小学校に在学ずる一年

市民スキー教室

▼とき・・・61年１月26日面▼
とこる：滋賀県マキノスキー

▼とき・・・61年Ｌ月15日㈲︑
午前１時〜９時50分に驀扮

陽が丘陸上競技

け︵雨天決行︶▼ところ・・・太

衛生・相談・移動図書館（61年1月分）

１月23日から受け付け

新春歩こう会
▼とき・・・61年１月３日図
午前９時半に宇治市︷所前に
集合▼コース⁝宇治市役所←
横島堤←桃山御陵←乃木神社

場▼参加種目・

行います。ぜひご覧くださ

︵解散︶の約８＊ｎ°

本市長が年頭のあいさつを

参加料・・・下表▼

レビ（Ｕ Ｈ F34ch）で、池

︿宇治市歩こう会﹀

参加資格・：小学
生以上で︑各自
健康診断夕尋け︑

１月１日の元旦、午前９

雨天中止︶▼ところ・・太陽が
＼ｔＫｃｏ.４野球場▼参加規定
・・・吏つくりのたこであること

走ることに支障
がないと認めら
れた人︒親子リ
レーの親は︑父・

時55分から５分間、京都テ

中学生千三百円︑子芦も千二
百円▼主催・・市レクリエーシ
ョン協会▼申し込み・：61年１

︵市販たこは失格︶︒たこ足︑
糸は自由▼審査・・・図柄︑舞い
上がった高さのそれぞれの優
秀作品に賞夕授与︑特別賞も

母いずれでも可︑

問い合わせ言文化センター電話202111

京都テレビ・34ch

13時半

一般3,000円
学生2,500円
１月１日午前9時55分

▼とき・：61年１月12日間︑
午前８時半に市民会館前集合
▼コース・・・市民会館←志津川

月14日までに︑参加料か添え
て市民体育課へ︒
新春手づくり
たこあげ大会

ありまず▼参加方法⁝当日受

子は小学校４年

８００
円

←二尾←立木観音︵解散︶の

参加料←ハ人二千八百円︑子

け付け︒だれでも参加出来ま
す▼問い令口せ・・・太陽が丘︵

健康ランニング大会(種目･参加料)

▲仲間と過ごす放課後(貧道第二小･
▼と章・・61年Ｌ月５日面︑
正午Ｌ午後Ｌ時に澪科け︵

３００
円

17 Ｅ︒固大の場合は１月19日
間に順司

自負担︒準備品は昼食・雨具・

Ｔセ″ト︶・：大人千五百円︑

″に石二千三百円▼貸しスキー

‑

宇治市文化会館大ホール
親(1.7キロ）
子(1.3キロ）
小学校４年生以下
親・子
リレー

７００
円

ｍ

場ｙ定員・・・225人︵先着順︶▼

水筒なべ町い︿おせは木村

○
○
○
一般

なお︑いずれも交通費は各

長次ポん︵き⑩3633︶へ︒

535

‑

‑

○

4 0 0
円

（広報課）

い。

Ｏ
○
‑

r↑

新春番組

PM2:00開演
･86
1月12日(日)
○
○
○

C2゛.

○
○
○
○
○
○
○
○
中学生

●お問い合わせ

ベルリン・フィル八重奏団
‑
B3゛.

‑

３００
円

市民体育課a⑩3i4i

京都府移動文化芸術劇場

○
A5*.
参加料

小学生

性別
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
種別

市民体育のお知らせ

新春行事のお知らせ
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ゴミ特別収集
燃えるゴミ28・29・30日は毎日収集

示ｆ

仙郷山埋立机分地は︑12月

▼仙郷山埋立処分地

12月25ｔｎから30日まで︑燃

▼燃えるゴミ

えるゴミの年末特別収集体制 29ぽ面午後４時まで︵ただし︑
に入ります︒なお︑１９一月28日 正Ｔ午後Ｌ時まで休み︶苗
⁝口︑29日面︑30日側は曜日収 務奎行ってい未了︒年末は混

シートかかぶせ︑ゴミが飛散

んでぐださい︒車の荷台に吐

集にかかわ作︑市内全域 ｙので︑早めに持ち沃
︵炭山・笠取山間部忿除ぐ︶

新年は︑１月４日出から平 しないぶりにしてぐださい︒

を毎日収集します︒

常どおぴ収集し濠ｙ︒現在︑ 新年は１月４日出から開始︒
午前・午後の収集地区に分か ▼臨時ゴ゛｀一有料ゴミ
絹天ゴミ︑一時に多量に川

︵12／25L夕10︶は︑必ず たゴ々−は︑有料で収集１

れてい乖か︑年末年始の間

掃事務所︵豊⑩3141︶へ

は︑必ず12月25mgまでに浩

午前９時までにゴミを定点に 年内の処理か希望される場島

▼燃えないゴミ

出しでください︒

じて︑変りり未了︒

﹁市政だより﹂12月１日号 申し込み鴛料金はかさに宍

し尿特別収集

と本号に掲載していまず︒

特別収集期間
12/24〜1/11

年末年始の特別収集

燃えないゴミ収集日程表（市役所消掃事務所電話22−3141）

し尿収集日程表（城南衛生管理組合電話075−631−5171）

61年1月分

年末年始の
し尿収集日程について
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