五月三日は︑憲法記念日

て差別するなぺさまざま

^ｗ関係のない理由によっ

な人権侵害の実態がありま

す︒性による差別︑障害者

に対する差別︑定住外国人

に対する差別︑同和地区の

人たちに対する差別などで

と昨わけ︑同和地区の人

す︒

たちに対する差別は︑今で

もなお存在している封建的

大な人権侵害の問題なので

な身分制度に由来する差別

なのです︒そして︑就労や

う︒

︵同和対策室︶

い社会を築いて行きましょ

つめ直し︑差別のない明る

尊重することの大切さか見

人ひと皿がお互いの人権を

患法記念日を機会に︑一

す︒

全にしか保障されていない

由などの基本的人権が不完

教育の機会均等︑結婚の自

−−

去る四月十二日︑池本市長を団長とする本市の調印団がスリラン

ところか︑現実には合理

み

です︒日本国恩法は︑国民

後︑ラジャパクセーヌワラエ

的な理由もなぐ分げ隔てた

調印ま

昭和59年６月 スリランカ

リャ氏と在大阪名誉総領事デ

企画庁事務次官ヴィーフソー

ーコスタ氏が来宇︒ヌワラエリ

ヤ市と宇治市との友好都市提

昭和59年⁚⁚月ラジャパク

携の正式要請が行われる︒

セーヌワラエリヤ市長が宇治

市を訪問︒宇治市との友好都

市提携の直接要請と︑本市か

昭和60年４月石井団長︵

らの使節団の訪問要請︒

助役︶以下友好調査団10人が

ャパクセ市長外行政・財界代

ヌワラエリヤ市を訪問︒ラジ

表者と意見交換衆耳￡とも

に同市の実情等を調査︒

・昭和60年８月宇治市・ヌ
ワラエリヤ市友好都市推進市

昭和60年８月ラジャパク

民会議が発足︒

セ市長が宇治市夕訪問︒調印

昭和60年⁚⁚月市民文化祭

式の日程・場所等か低一議︒

昭和60年⁚⁚月 ラジャパク

でスリランカ物産展を開催︒

セ市長以下ｉ人が宇治市を訪

・一

広

報

カ民主社会主義共和国ヌワラエリヤ市を訪問︑本市とヌワラエリヤ

主権・平和・基本的人権の
尊重の三つを原理とした国

市の友好都市盟約の調印式が行われました︒池本市長︑北村市議会
議長︑ラジャパクセーヌワラエ︒リヤ市長︑ディサナヤカ土地開発大

の最高法規です︒

する権利を持っています︒

生存する権利︑幸福か遣求

私たちは︑平和のうちに

臣の四人が﹁経済・文化・教育・スポーツなどの分野での結びつき
を深め︑両市民にとって有益かつ相互利益となる友好交流関係を推
進し︑更に世界の平和と発展に寄与する﹂との盟約書にサイン︑友

これらの権利は︑他のなに
ものからも侵害されない権
利であり︑憲法では︑基本

友好都市推進市民会議会長︑

リヤ市長︑池本宇治市長らの

その後︑市広前で︑池本

差別のない社会は私たちの願い

5月3日は憲法記念日

問︒61年４月ヌワラエリヤ市

5月25日（日）ＰＭ3：00開演

好と相互理解を末長く続けることを宣言しました︒
文化・教育などで交流へ

的人権として︑全ての国民

調印式は︑四月十二日ヌワ
ヌワラエリヤ市民代表ら両国

祝辞で始まり︑引き続き︑盟

会議長︑ラジャパクセ市長︑

での歩

基本的人権の尊重を

で調印することが決定︒

ビリー・ヴォーン楽団

に等レ昶障してい未了︒

ラエリヤ市役所内二階大会場

関係者約百五十六が出席して

約書に︑池本市長︑北村市議

調印に先立ち︑スリランカ

ディサナヤカ土地開発大臣が

り︑本人の貴任とか能力な

で午前十一時半から︑小島ス
行われました︒

の公式行事で行りれる点灯式

デーコスタ大阪名誉総領事︑
池本市長︑北村市議会議長︑

市長︑北村議長が︑溺の芥

盟約書かそれぞれ交換した

署名をしました︒

後︑市旗・記念品の交換奎竹

の記念植樹倉付い︑末長い友

手をつなぎ︑今後の発展を

●

か励行︑金色の燭台に︑両市

い︑固い握手で友好を誓い合

好を誓い合いました︒

共に目指して︑末長い友好

●●●●●●●●●●・●●●●●●●・♂

の代表者らが一人ずつ灯をと
皐芭︑厳粛な中にも︑友好

い︑終始なごやかに式典夕終

確信してい車ｙ︒宇治市民

宇治市長 池本正夫

ゝ．．．

中川宇治市・ヌワラエリヤ市

調印式βしいなごやかな雰囲

えました︒
式典は︑両国の国歌演奏の

ワラエリヤ市のことを広く
知っていた尽巡いと考え

の皆さんにも︑スリランカ

共通の発展と末長い友好を

未了︒
力し︑今では全市民が共通
ヌワラエリヤ市長 Ｅ・Ｓ・ラジヤパクセ
今回の調印により両市が
の町として理解していると

民に紹介するため精一杯努

気となりました︒

宇治市との友好提携は以
前から希望しており︑今回
実現出来て本当にラれト︸ぐ

とって友情︑経済︑産業な

を願うもので罵

思います︒締結は︑両市に

ど各方面で非常に有益なも

のおいしい紅茶以外に︑ヌ

に満ちたものとする為に︑

両市の未来蔵夢と希望

里ヂ︒

のになると考岳チ︒

がぴが︑世界の平和と繁栄

新
し

両市民間の心と心のつな

に努力していくことを誓い

互いに力を寄せ合い︑とも

新しい友情と信頼の輪を

に大字含献するものと信

のと確信し未了︒

と信頼の輪か広げていくも

両市は︑必ずや新しい友情

両市長のメッセージ

多くの共通点か石った両
市が友好都市の盟約を結び︑
産業・教育・文化等を通じ
て交流を深めることは︑意
義深いものがあり求ｙ︒

合いたいと思い康司

585

本日の調印式を機として︑
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

文化会館（大ホール）

リランカ日本臨時代理大使︑

▲友好都市盟約の調印式（左からディサナヤカ土地開発大臣、ラジャパクセ市長、池本市長、北村議長）
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春の防犯活動実施中
４月25日 5月10日

課
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お出かけはひと声かけて

なー⊆ここー」

宇治市･ヌワラエリヤ市

友好都市盟約

４月12日に調印

iiiiiiiiiiigi川川￨川

の窓
宇治市史

江戸時代には︑多くの農
民が困窮した生活か送って
いたが︑その理由の一つは︑
水害を被ることが多かった
からであろう︒
火災は︑その原因の大部
分が人為によるものである
から︑ある程度禾然に防ぐ
ことが出来る︒しかし︑水
当は自然発生的であり︑当
時の土木技術で防ぐことは︑
大変困難であった︒
事実︑毎年のふつに︑宇
治地域では水害が発生︒棋
島村の村高は三千百二十石

十石余も無収穫となり︑当

には年貢対象の二千五百七

いた︒宝永五年︵一七〇八︶

例年年貢の対象外とされて

余が作付け不可能として︑

師︑農民の家屋や橋姫神社

上林門太郎家をはじの︑茶

流失︒左岸でも︑茶頭取の

および興聖寺門前の民家が

りが浸水し︑やがて観流亭

なって宇治川右岸の馬場通

のため宇治川が増水︒夜に

宇治郷の年貢率は︑通常

う︑異例のものとなった︒

見・向島・横島堤を巡るとい

響で︑行路が六地蔵から伏

ぽ︶道中も宇治橋流失の影

かった︒翌年のお茶壷︵つ

び茶が栽培されることはな
であったといっても︑過言

暮らしは︑常に水との戦い

時には四〇％前後であった

また︑伊勢田村の枝郷新
が押し流された︒そして︑
が︑この年は二〇％以

これは︑宇治郷民に

下となった︒

対する領主の救済策で

いかに水害が多かったかを

うな例は他村にも見られ︑

め無年貢となった︑このよ

十三重石塔は八尺四方の基

宇治橋も流失し︑塔の島の

が決壊して棋島村が冠水︒

下流の大曲的︷付近でも︑堤

六五︶︑安永二年︵一七七三︶

大水害は︑明和二年︵一七

施されたはずである︒

や大名から何らかの救済が

窮していた茶師にも︑幕府

あったろう︒当然︑困

物語っている︒
部から崩壊し︑流れに沈ん

とりわけ︑宝暦年間に発

生︒農民は︑・重い年貢を負

慶５四年︵一八六八︶にも発

生した水害は︑最大規模の
被害を引き起こしている︒
担する以上に︑水害に脅か

ただし︑市民税所得割非課

の茶園が全滅︒その後︑江

税者への加算制度︵月額二千

宝暦六年︵一七五六︶九月十

前の児童を含む︑見以上の

〜63年３月４は︶

児童を養育している人︒

されていたのである︒その

受給出来る人

象者は︑次のとおりです︒

○昭和61年度︵61年６月１日

▼２人目の早戸石の分⁝62

認定請求の手続き

円︶は︑廃止され未了︒

戸時代には︑措５ 村内で再

六月一日から︑児童手当制
度が改正されます︒
現在︑児童手当は︑児童を

〜62年３月31日︶

三人以上養育している人︵そ
の内︑一人以上が義務教育終

か痔って福祉課の窓口へ︒保

五月三十一日までに︑印鑑
満︵58年４月２日以降生次れ︶

年４月１日現在で︑満４歳未

年６月１日現在で︑満２歳未

護者の銀行口座番号もお忘れ

▼２人目の子夕もの分・：61

後は︑児童を二人以上養育し

の児童を含む︑ｌ人以上の児

ではない︒
︵歴史資料館︶

シルバー人材センターへ

▲古絵図にみる洪水のようす(下向きに北)

います︒

人員数の広が旦百ぜて来て

依頼に対応出来る職種並びに

次第に会員数が増加︒仕事の

咎言てから八ヵ月が経過し︑

同センターが︑昨年七月に

することを目的としてい未了︒

仕事の提供を
宇治市シルバー人材センタ

︵満六十歳以上︶が．短期的な

満︵59年６月２日以降生次れ︶

仕事に従事して老後の生きが

ている人でも︑受給出来るよ

なお︑既に児童手当を受給

い奎ｔ実させると共に︑人生

ーは︑働く意欲のある高齢者

している人には︑五月末に現

経験や職業経験の豊富な高齢

▼見目以降のヱか七の分
・：62年４月１日現在で︑満９

に︑提出してください︒

況届をお送り１ ます︒六月中

なく︒

童を養育している人︒

歳未満︵53年４月２日以降生

童を養育している人︒

新制度では︑昭和六十三年

▼文目以降の子戸石の分
・・・従来どおり︑義務教育終了

者の労働能力を生かして︑活

まれ︶の児童を含む︑見以

の坦崇誉む︑２人以上の児

了前の児童︶に支給︒六月以

○昭和62年度︵62年４月１日

六日︑前日から降り続く雨

この洪水では︑横島村内

だのである︒

宝暦の大洪水

田村では再三︑無収穫のた

然年貢は課せられなかった︒

▲子どもたちの幸せは全ての親の願い(宇治保育所で)

うになりました︒

四月まで︑段階的に支給対象
者が套ぢ毒了︒各期間の対

詳しぐは︑福祉課︵豊⑩3

〜湖岸の土地と生活
お尋ねください。

力ある地域社会づくりに寄与

算出来ます。その他の控除については、窓口で

中央公民館展示集会室

講師…金田章裕嘱託館員

問い合わせ・歴史資料館(電話203111)

働く意欲のある人は︑同セン

六十歳以上の退職者などで︑

会員も募集

官︑ペンキ塗りなど︒

草など︶︑簡単な大工仕事︑左

屋外での軽作業︵庭掃除︑除

んてい︑一般事務︑経理事務︑

守番︑家事手伝い−
︑︱
植1
木1
の1
せ111 I

毛筆︑筆耕︑あて名書き︑留

︿仕事の種類﹀

豊⑩1734︶までご連絡を︒

ら同セッター︵市民会館内・

次のよシな仕事がありました

哲︷んのご家庭や事業所で

ることが出来ない状況です︒

高齢者の経験と能力を発揮す

会員数にらじた仕事が不足し︑

５月10日(土)ＰＭ２:00〜4:00

ークと標語決まる

会では︑この程︑ボランテ

ィア活動を象倣てるマーク

の作成と︑標語の募集を行

マークについては︑京都

いました︒

高等工芸学校に犯低依頼︒

福祉の心を表す鳩︵ハト︶の

背景に宇治︵Ｕｊ・︲︶の文字

標語は︑広く市内外から

をアレンジしています︒

募集︒ら募総数百三十七点

の中から︑八点が入選しま

Ｏ最優秀賞・：﹁福祉の輪

した︒

ひろげて住みよいお茶

○優秀賞・：﹁奉仕の輪

の町﹂︵掃部久子・宇治市Ｊ

広げて咲かそう福祉の花

を﹂︵谷岡百合子・宇治市︶︒

﹁ボランテ″ア豊かな心

で豊かな出会い﹂︵松野洋

他に︑佐々木秀希︵加茂

子・舞鶴市︶︒

町︶︒ふ昇八郎︵京都市︶︑西

︵宇治市︶︑柴田美代︵宇治

山政子︵宇治市︶︑馬込和夫

︵社会福祉協議会︶

市︶の五人が入選︒︹敬称

芭

出来るぶコ︑多くの皆さん

を推進する中核としで居動

族化など急速な社会変化の

活動の振興を図って行ぐこ

へお問い合わせください︒

祉協議会︵容⑩5650︶

詳しぐは︑宇治市社会福

員・・・一万円以上︒

助会員・・・千円以上▼特別会

▼一般会員：五百円▼賛

︹会費︵年額︶︺

のご参加をお願いし康ｙ︒

から午後五時まで︒土曜日は

︵福祉課︶

テレビ市政だより

みです︒

宇治市社協が︑地域福祉

︵社会福祉協議会︶

５月５日㈲放送は︑７日︵水︶に変更

とにしています︒

社協の整備︑ボランティア

全戸会員制の達成︑小地区

加で福祉を推進するために︑

宇治市社協では︑市民参

なって来ています︒

細かな福祉の推進が必要に

中で︑地城に根ざした孝の

今︑人口の高齢化や核家

社会福祉協議会の
会員を募集

ボラントピア事業推進協議

児吊社会福祉協議会・

ボランティア活動のマ

午前中だけ︒日・曜・祝日は休

時間は︑平日が午前八時半

ターまでお気軽にご相談欠

−−−−−−−−−−−−

第２回歴史講座

しかし︑現在までのところ︑

両表とも、社会保険料控除として、８万円を加

︵福祉課︶

141︶へ︒

●特例給付(国民年金を除く公的年金加入者)

上の児童を養育している人︒
○昭和63年度以降︵63年４月
１日〜︶
２人目︑３人目以降のいず
れも︑就学前の児童を含む︑

る人︒

２人以上の児童を養育してい

所得の制限
前年の収入が︑一定額以上
の人は受給出来ません︒下表
で確認してください︒
支給額︵月額︶

▼２人目の児平・二千五百
円▼３人目以降の児単：五千
円︒

●児童手当の所得制限額

巨椋(おぐら)池の歴史地理
給与控除後の金頷、
※所得額は.

163
193
223
253
283

収入額
446,3万円
483,8
521,3
558,8
596.3
630,P
0人
１
２
３・
４
５

所得額
307,5万円
337,5
367,5
397,5
427,5
457,5
扶養親族等の数

収入額
213,6万円
256,4
299,3
340,6
378,1
415,6
Ｏ人
１
２
３
４
５

所得額
133万円
扶養親族等の数

(その122)

6月1日から２人目の子どもも対象に
児童手当法が改正

余であったが︑五百五十石

児童手当法が改正
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小学生卓球教室

▼とき・：５月17日山〜７月
５日出までのほ週土曜日８回︑
いずれも午後３時〜５時▼と
ころ・・・茶道第二小学校体育館
▼対象・定員・：小学生30人︵
先着順︶▼参加料・・・無料▼申
し込み⁝電話で市民体育課へ︒
第３回
宇治ウォークラリー大会
▼とき⁝５口J

ームは２よ叉で構成するこ

会員を募集中
▽対象⁝市内に庄んでいる小

入会あんない

史２フフ﹂を知っていますか︒クラフ
学校５・６年生︑中学生︑

皆さんは︑宇治公民館の﹁宇治自然
ガ出来てから今年で五年目︒昨年は︑
高校生

伊勢田町北山
加治屋 舞ちゃん

８時
︑・
京阪
治左
駅前
▽
例半会
・宇・
表男Ｅ▼

は各自負担

コース⁝京阪宇治駅止示阪山

ただし︑野外学習の交通費

▽会ｎ・・・五百円︵半年分︶

▽定員・・・30人︵先着順︶

南山城和束町や丹波高原まで足を延ば
し︑岩石を採集しました︒ただ今︑会
員を募集しています︒お友だちと誘い
合って入会しませんが︒
野外学習では︑地層や岩石を

治公民館︵宇治里尻7119・

▽申し込み・問い合わせ・：宇

例会では︑指導者の楽しい

豊⑩2804︶へ電話か来

午前

▽ｙ
会と場
き⁝
・：
宇５治
月公
１１
民⁚館
日㈲︑

︵宇治公民館︶

▽市
指民導
・会・光維孝館中学校教
歩者
こう
館で︒

観察したり採集しながら自然

諭︑吉川健次さん

なお︑コンパスは主催者で

市民体育課へ▼問い合わせ・：

山本理恵于さん︵豊⑩148

9︶まで︒

市民

オリエンテ−リング大会

▼とき・・・５月⁚Ｈ日間︑午前

８時半〜10時半▼集合場所⁝

太陽が丘公園センター南側芝

生園地で受け付け▼クラスー

コース距離・：下表▼参加料⁝

個人上二百円︑グ斗・︲・プ＝Ｉ

人百円▼持参品・：赤ボールペ

ン︒

宇治田原町の化石の整理
ペグマタイト鉱物
(水品)の話

用意します︒小雨決行︒

の姿を探ってい孝柔ｙ︒楽し
く学んで自然に強くなるフ／

10月４日出︑時間は︑土曜日
が午後１時〜３時︑日曜日が
午前10時〜正午︒８月には日
帰りキャンプ︑10月にはハイ
キングを予定▼ところ⁝宇治
公民館大会議室▼資格よ⁚少
年活動のリーダーとリーダー
か恚す人▼定り：視子30組︵

科駅←Ｅ沙門堂︵びしゃちん

︵解散︶までの約13J▼準備

とつ︶←池谷地蔵よ近江神宮

品⁝弁司水筒︑雨具など︑︒
交通費各自負担▼問い合わせ

お知らせ
社会保険相談所

五月の開設日は次のとおり

▼とき・ところ・：５月９日

です︒

面︑午後１時〜４時＝小倉公

相雀の世界に遊ぶおはなし

おはなし会

︵保険年金課︶

お気軽にお越しこださい︒

険相談専門員が応じますので︑

っています︒相談には社会保

社会保険制度の相談業務を行

年金や健康保険など身近な

民館︒

この欄に掲載するお子さん（61
年５月生まれ）を募集しています。
会・・・︒・親子零っって楽に沌で
みませんか︒お気軽にご参加

市ボランテ″ア活動損害
補凱保険の更新と︑新規加
入申し込みの団体か沢の要
領で募災します︒
︿対象﹀
社会教育団体︑スポーツー
レクリェーション団体︑青
少年健全育成団体︑子片も・

ください︒
▼とき⁝５月14日困︑午後
３時〜３時半▼ところ⁝小倉
公民館保育室▼内容・・・読み聞

りません︶︒補償限度額は対

続きをしてぐださい︵更新

係がある市役所の課・室な

学習・研究のための文化サ

１事故＝五千万円︑財物賠

の貴任者・指導者

社会教育団体など

この保険制度賤

詳？は︑活動に日常関

償＝二百万円︒免責額は一

の場合も改めて必要です︶︒

ただし︑団体活動中で集

どへお問い合わせください︒

人賠償＝二千万円︵人︶︑

合地から解散地までの間に

万円︒

ークル︑福祉団体など︒

起きた事故に限られます︒

ボランティア保険

が︑その活動中に

与えた場合の賠償責任か禰

三者の身体︑財物に損告を

行事参加者など第

︿有効期間﹀

償するために︑五十九年五

加入団体を募集

︿内容﹀

認定を受けてから昭和62

月から市が設けているもの

年４月１日︑午後４時まで︒

です︒

行事参加者の人身事故に

︿申し込み﹀

対し︑貴任者や指導者が法

団体の代表者が︑加入手

方振興局総務課︵酋⑥210

人は︑五月六日までに宇治地

ポリオ生ワクチン

５月２日から服用

活と歯○虫歯予防について

婦▼内容・：○赤ちゃんの生

歳未満児の保護者または妊

ろ・・・宇治保健所▼対象・：１

１時から受け付け︶▼とこ

身体測定を希望の人は午後

後１時半ト３時半︵ただし︑

▼とき・・・５月15日㈹︑午

ます︒ぜひご参加ください︒

のために︑歯の教室を開き

の健やかな成長と虫歯予防;

宇治保健所では︑子ごも一

歯の教室

手びき﹂を２？ださい︒

︵総務課︶

合に適用︵傷害保険ではあ

幼児・小学校低学年と母親︑

1︶または市教育委員会社会

５月１日〜３１日
迷惑駐車追放市民運動
しないさせない迷惑駐車

律上の賠償責任を負った場

の費用を対象に一定の補助を

昭和六十一年度の補助金申

するものです︒

保護者▼問い合わや・・中央図

教育課︵豊⑩3141︶まで

この制度の適用をご希望の

請は五月十五日までです︒

書館サークル﹁絵本の会﹂代

お問い合わせください︒

かせ︑紙芝居︑お話▼対象・：

表︑後藤礼子さん︵萱⑩89

受講者を募集

技能向上訓練

︵社会教育課︶

91︶へ︒ ︵中央図書館︶
文化財修理に
府の補助金
府では︑国民共通の財産で

京都技能開発センターでは

左表のとおり向上訓練講習会

ある社寺などの文化資料を保
存し︑長く後世に伝えていく

問い合わせ︑申し込みは京

性灰白髄炎︶生ワクチンの

を開浙蛋す︒
圭Ｊ︒これは︑府が認めた文

都技能開発センター開発援助

服用が始まります︒日程や

五月二日から︑ポリオ︵急
化財の修理︑皆火・防犯など

課︵ａｏ７晶7391︶へ︒

会場など詳レｙは︑六十一

○赤ちゃんの食事＾おやつ一

の試食︶○歯の磨き方︒こ

育児相談など石行います︒

の外︑歯科相談︑離乳相談︑

また希望者には身長・体重

測定もします▼定員⁝50人

▼申し込み・問い合わせ・：

宇治保健所︵容・⑩2191︶

へ電話で︒

センター内︶は︑五月三日叫四日闘︑五日㈲の
休三日間休館します・＾中央図書館゜歴史資料館︶

館 中央図書館・歴史資料館︵折居台一丁目・文化

！！！！！！！！11111111！‰

年度版﹁市民カレンダーと

︵交通労政課︶

ために補助金制度を設けてい

保健予防の，お知らせ

話か曲いたり︑化石や鉱物の
整理をしたりします︒また︑

27日㈲︑９月６日山︑28日剛︑

▼とき⁝５月25日間︑６片

７日出︑22日㈲︑７月５日出︑

レクリエーション講座
親子のための
894︶もご利用ください︒
テレホンサービス︵き⑩3
へ︒

本理恵子さん︵豊⑩1489︶
民体育課へ▼問い合わせ・：山

み・・・５月10日までに電話で市

５月25U(li)
午前9時〜午後1時宇治田原の化石を調べよう

親だけでも可︶▼受講料・三

9 mo日川
午後2時 4時
･h. 女または,Ｋ合て構成するハーティ
け丿■Ofi･向き）

・：木村長次さん︵き四363

弾性miの＆面洗浄法

締めりJり 定員

２

千円︵日帰りキャンプ︑ハイキ

向上訓練講習会の日程･内容表

石灰岩のり理、研磨
学習のまとめ
９
n歳までの男児もしくは女児だけのパ
４ヽ６ ゛．
ーティ.あiいはその温かの･ヽ −ティ

野外学習(京都市大原野方面)
９月７日(II)
午前9時〜午後4時石灰岩について調べよう

４〜６ ゛． I どもをきむ一･≪杖でW成するパーティ

８
．
６ヽ８

一 般Ａ
フラ又Ｂ

５−７｀．

男, ftまたは此合て構成する･ヽ−ティ

８月28日(≪ 岩石、鉱物の整理
午後２時〜４時 石灰岩についての話
７ヽ８｀．

７
Ａ
中学生以±の個人
馴 人 ５ ヽ ７ ≒中 . ･ か t 以 ‑ . の 個 人 ゆ 几 , 剔 ' り き i
グ弓ス
Ｂ

雨天の場合は18日に順鴨

電友工多士受験準備講習

10時スタート▼集合場所・：塔
のに▼参加対象上般︵Ｉチ

と︒ただし︑児童だけの参加
は不可︶▼コース・：Ａａ太陽
が丘．Ｂ土ｔハヶ瀬▼定輿・：Λ

▲和束町での野外学習（60年６月16日）

高校生
６

3︶へ︒

り物の本がいっぱい。

中学生

野外学習(宇治市笠取ぢ面)
７月24日(ね 宇治北方の岩石,鉱物
午前9時〜午後4時
を調べよう

市民オリエンテーリング大会のクラス･距離表

■mテーマ)
内

ングについては実賢が必要︶

ぜひ来てください。

中央図書館児童書コーナー

…゜………

▼巾し込み⁝５月20日までに

I

587

・Ｂａコース40チーム▼参加
料⁝謡⁚⁚円︵Ｉ人︶▼申し込

マイコン
アセンブリ言is

10人
14人
5/19 14人
5/11.17.18
午前9時〜午後4時15分 3.000円 5/9 50人
6／7.8
2,000円 6/2 20人
乍前9IIJ‑午ft5昨

マイクロコンピューター
BASIC言語初級

受講料

期間一時間

名

講f1

6/2‑13
1,000円 5/26
午後6時〜９時
5/12.14.16.19.21.23 2.000円
午H"i9時〜乍後4時15分
5/9
5/26.2H.30.6/2.4.11
午前9時〜午後4時15分 2.500円

NC旋盤基本作文

電車、飛行機など乗

６月29日(日)まで

示内府ヨ

まいちゃんは、好き嫌いをしな
いで何でも食べるおりこうさん。
元気にすくすく育っています。
のりものの本しゅっぱつしんこう

小学5･6年生
５

少￥少女
クラス

野外学拙宇治日原町奥山田方面）

5 (117日(IJ
午後2時〜4時

市民体育課(S図3141)

６月７日山
午後2時‑4時

３

オリエンテーション
化石の話
１
丿

宇祐地方の山地
7 )]＼2日出
午後2時〜４時
の岩石、鉱物について

I2ヽ5人 家 桟
1≪') クうス

'丿...｀
づ

宇治自然史クラブの例会日程表
h

時
日
･'・

.
………
りｻ??S
ｸﾄiこそ

;i22H(ll) 野外学習(京都愛宕山方面)
6
午前9時〜午後4時
ペグマタイト鉱物
(水[1 )を調べよう

ア４−ブ

脈鋪細

４

闘人

市民体育の
お知らせ

回
回]j……
幸万万……;IW=JLIﾂlj｀J

宇治自然史クラブ

広報課へご連絡ください。

宇
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額の算定など、お気軽にご相談ください。

春の市民文化祭

治黄槃病院13時半〜15時半),

,5月2日〜4日

23日(コピ
ア〈株〉関西工場10時

中央公民館で

正午。粟村金属工業

〈株〉13時半〜15時半)。
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

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、

●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ｎ時10分発、宇

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

治保健所11時半着)｡その他、毎週月曜日

会館3 階の家庭児童相談室（n⑩8698）
で。高齢者職業相談（無料）は毎週火・

(午前９時〜lO時半)宇治保健所で実施。
相談あんない
●青少年相談(16日、市民会館13時〜16時)。

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。

●京都府交通事故相談(7日、21日、京都府
宇治地方振興局a@2049、9時〜16時)。
交通事故の法律問題、示談のしかた、賠障

移動図書館

そよかぜ号巡回日程

宇治市中央図書館︵容⑩1511︶

春の市民文化祭が、５月２日(金)から４日
(日)まで中央公民館(文化センター内)で開
かれます。・作品展示…午前９時〜午後５時
(4日は午後４時まで)。生花、山草、水石、

生花︑手芸作品など展示

保健・衛生・相談・移動図書館︵5月分︶

献血
（二瀧二二匝二）
・20H
●20H (If少年文化研修道場o時｡ 正午。宇
(If少年文化研修道場o時｡〜正午。宇

i台

書道、陶工芸、手工芸、文芸(俳句、短歌、
エスペラント外)など市民の作品約400点■
山草植え込み講習会…３日、午前10時から、
■｢源氏物語宇治十帖｣スライド映写会…3日。
午後１時半から■菊作り講習会…４日、午後
１時半から。茶席もあります。
・問い合わせ社会教育課(n@3i4i)

5月の燃えないゴミ・し尿収集日
し 尿m南衛生管理組合電話075−631−5171）

燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）
小倉町（奥畑）

程表
5/1

2

5

6

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
23 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
24 北畠．桧尾､･半尾、須留
26 花揃、赤塚、陣之内(国鉄以東)、御園、御蔵山、畑山田、北御m、正中(国鉄以東)町並一部
19
27 北御蔵山(平尾)、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山令域
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、
8
28 柿ノ木町．一丁目、札ノ辻町、紺屋町
9
29
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)
開
町（国道筋を除く全域）
20 広野町（小根尾．大開、尖山、宮谷、中島、丸山）
10
30 大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西）西m一部
丙大久保府営倖宅(1〜20繍)
13 6/2 寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添 谷前、西浦一部、梅林官有畑 大林一部
広野,町（桐生谷、一里山、東裏、寺山．国道筋を除
14 6/3 西浦一部、新開、平野府営住宅 析坂一部
15 6/4 福角(国鉄以西)、日皆田、岡本 上村、大八木島、笠取
く西裏・茶屋裏）
21
大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、
16 6/5 重田一部、平町、一里塚、戸ノ内(櫃gi飛地)
17
車田、丸山、出口(国鉄以西)、森本(国鉄以西)谷下り(国鉄以西)
久保）
西大久保府営住宅（21〜32棟）
19
硲角(国鉄以東)、折坂(府m以m、平野、一番割、二番割、三番割一部
20
西浦(国鉄以東)、三番割、芝ノ東(府道両側)、南端(国鉄以東)
安田町（全域）
伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中
21
芝ノ東(府道以東)、広岡谷、南山(A),中村(さつ含ヶ丘)
ノ荒、ウトロ、南山）
■T).
南山(Ｂ)、金草原
22回。れ昌乳成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派
1
2
6
I

南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
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）

出所前から近鉄踏切までの府道筋）
一
大久保町（田原、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロ一部）
7

8

9

宇
治(半白）
23 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
24伊勢田町（遊田、砂田）
道筋以南の西浦）
丙大久保府営倖宅(33〜43捕)
小倉町（蓮池．堀池、南堀池､.京銀前から南京信前
26伊熱田fST (南游田j
までの市道筋以北の西浦）

12

13

29

14 30

16

6

7

8

9
20

21
棋島町（全域）
27牢 小倉町（近鉄以東の新田島）
22
治(戸ノ内 蔭山 用鈴以升の御廟.天祐j
木
fi（ 平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ
28
内、赤塚、花揃、金草原、北畠、桧尾、北山
網 国詮以吏のIK巾・東巾■)

10

15

1
2

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
R
・東中）
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
R
木 幡（熊小路）
五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古川．北ノ庄、西川
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

23
24
26

27

28

白川・志津川・菟道・宇 台・神明・広野町・開町・大久保町地域
販畏．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―部、尖山一部、官東mm荘本通り以西)、宮西 官北
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)、
宮東m南荘本通り以東)

ﾄﾞ居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻(国鉄以m)、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

29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)、
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)

1
2

ふ
こ

6

7
8
9
10
12

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
23 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)、
24神楽田(山中含む)
26

戸ノ内、矢落(国鉄以北ﾆ)、若森(国鉄以jﾋ)．里尻(国鉄以北)、小桜、
南堀池(田中、大和一部西２号通り以北)

27 吏目川 西目川 南落合(Q〜３の通lotで）
28 南落合(4の通り以降〜13の通りまで)
K100 110、84〜98、30〜33)、大只団地、山際一部
29 南Tt
30 雨浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以M)
31山際、半白．薗場(大川原板以北)、大幡、北内、門口、幡貫、
郡、石橋(大川原線以東)
6/2 老ノ木、久保、西山(国道以東)、蓮池、寺内一部

割、国鉄以西の芝ノ東、高峯山）
菟
道（平町）
13
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、
14 6/3 東山ヽ天王ヽ蔭山ヽ吹前ヽ中川原(大川原線以東)ヽ
戸ノ内、京大宿舎）
し尿収集地域の
十一(大川原線以東、国道以東)、十六(国道以東)、十八(国道以東)
菟
道（平町を除く全域）
一部変更
15 6/4 寺内、西浦
31 明星町（全域）
16
6/5
南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)
志津川（全域）
し尿収集地域の一部を、５
17
南堀池(大和)、堀池
羽戸山1〜4丁目
宇
治（山本、乙方、東内、又振．山田）
月から変更します｡従来の｢南
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、
堀池(大和・田中)j･地域が 19
中ノ田、名木、浮面、安田町全域
宇
治CM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、
｢南堀池(大和)｣と｢南堀池
中山(近鉄以東)、大谷、西畑、中畑、春日森、一ノ坪、島前、
6/2
池森ヽ米阪ヽ矢落ヽ若森ヽ国鉄以南の天神）
大町、大川原、中川原(大川原線以西)、石橋(大川原線以西)
(田中・大和一部西２号通り 20
天神台１〜３丁目
21
中山(近鉄以西)、毛語、若林
以北)｣に分かれますのでご
白
川（全域）
22
羽拍子町
折居台（全域）
■±音≪‑ (樋或墨糸笞理i日乙^
・
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