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7月18日に東宇治浄化センターで通水式

今日八月一日から公共下水
道の供用が開始されるのは︑
約千三百戸︵四千人︶︑面積約
三十二おが対象です︒
七月十八日に行われた通水
式で︑池本宇治市長は﹁下水
道は都市の基幹施設であり︑
河川の水質保全のためにも必
要である︒今後は︑管きょの
面的整備を拡充し︑一層下水
道整備に努める考えである﹂

本市の下水道計画は︑宇治

と︑式辞を述べました︒

川右岸の東宇治地域に︑市独
自の公共下水道を建設︒左岸
は︑府木津川関連公共下水道

今回供用を開始するのは︑

で対応します︒

東宇治処理区の第一期計画の
一部です︒供用開始となる六
地蔵︑木幡︑五ヶ庄地域の詳

世界平和を願って

該当する区域内では︑下水

爆の惨禍は︑″藻を絶する

てから四十一年が経過︒原

され︑太平洋戦争が終結し

広島と長崎に原爆が投下

かな行為です︒その悲惨さと

戦争は︑人類が犯す最も愚

既に究極の域に達してい未ｙ︒

の質・量両面からの開発も︑

瞥争発生︒そして︑核兵器

世界に目を向ければ︑戦争は

平和祈念集会

道法や市公共下水道条例によ

ものであり︑今なお多くの

瓜石さを語り継ぎ︑互いに平

細については︑市役所下水道

り︑速やかに排水設備を設置

被爆者が後遺症なμで苦し

備の効果を十分に発揮するた

に再出発し︑繁栄と平和を

義を理念とする新憲法の下

戦後︑我が国は︑平和主

ものです︒

久平和であるぶっに願いたい

和の尊さを認識し︑世界が恒

五日正午には︑市役所前庭に

七月二十四日︑文化会館小ホール

で︑本市と中国防西省咸陽市との友

関係者ら約四百人が参列する中︑

好都市提携の調印式が行われました︒

式典は午後二時雁倣両国の国歌演

奏で開会︒祝新民咸陽市長息賢島

とする友好代表五人の紹介の後︑友

好都市提携の協定書が朗読︒引き続

いて︑両市の市長による協定書への

式典は︑厳粛な中にも︑終始親善

署名が行われました︒

ムードに包次れ︑両市長のあいさつ

の後︑友好旗と記念品が交換されま

なお︑式典後︑両市の友好発展を

した︒

願い︑文化センター前庭で︑市の木

イロハモミジが記念植樹され︑平和

友好の樹の碑が紹介されました︒

Sh

管理課で図面を公開していま

して︑下水道に接続しなけれ

められてい未了︒

めには︑全ての家屋が早期に

享受して来ました︒しかし︑

ある﹁平和の像﹂の前で︑戦

一

す︒

ばなりません︒公共下水道整

下水道か莉用することが必要

れ一分間の黙とうをさざぽる

午前十一時二分から︑それぞ

らと︑長崎に投下された九日

た八月六日午前八時十五分か

では︑原爆が広島に投下され

宇治市平和都市推進協議会

です︒

小山一雄さんが逝去
選挙管理委員会委員長

去されました︒七十二歳︒

争犠牲者のめい福と世界の恒

康之︑終戦記念日の八月十

ことを呼び掛けてい未了︒

昭和五十年︑選挙管理委

久平和奎騏って︑平和祈念集

五日︑間質性肺炎のため死
員長の小巴雄さん︵小倉

員会の委員に選任︒五十八

宇治市選挙管理委員会委

町久堡︿十一︶が︑七月十

年からは委員長に就任され︑

会を開孝柔ｙ︒

多くの市民の皆さんのご参

この間︑地方自治に尽力さ
れました︒

︵企画管理部総務課︶

加をお願いします︒

ow
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ここに︑つつしんでごめ
い福をお祈りいたし康ｙ︒

森進

咸陽市と友好提携

10月４日（土）文化会館大ホール

京都府宇治市
編集
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17種目に熱
９月７日に太陽が丘で総合開会式

第２０回記念
市民総合体育大

第io回記念市民総合体育大会を、９月７日午前９時から太

戦

陽が丘で開幕します。市民体育の進展と地域スポーツの高揚

会

を目的として昭和42年から始められた市民総体は、今年で20
回目に。昨年は１万８千人が参加し、63年京都国体に向けて

ー層盛大になって来ています。今年もふるうて、多数ご参加
ください。開催要項は、下表のとおりです。（市民体育課）

みんなで広げようスポーツの輪

第20回記念市民総合体育火会の競技予定表
第20回記念 市民総合体育大会の競技予定表
競
軟

技
式

種
野

目
球

催

日

9
球

200円(1人)
('｣ぃ中学生は無料)

般

8 '24〜9/14 一般チーム
ー

二

ス
で

う
剣

選
き

会
ところ

問い合わせ先

岩口 求さん(昼､ユニチカ
S(8)2157夜S(g)6569)

少年少夕は8/25.一般は9/15
までに体育協会へ

ローンテニスクラブ
(SR7155)

2.500円(1チーム)少年少女は8/9、一般は8/23少年少女は当日会場で、一般 村上好弘さん
は8/23午後７時半中央公民館 (市役所n@3141 ⑥445)
(少年少女は無料)までに村上好弘さんへ
8/18〜8/27の間に小山豊嗣さ8/27
教育委員会 小山豊嗣さん(aR5411)
2,000円(1チーム)んへ
午後７時半

７〜9/28 市内クラブチーム

9 ･23〜11/9 一

一夫さん(S@0707)

9/7開会式,太陽が丘 千賀陥司さん(日産車体
終了後
会 議 室 S⑩2323 c7575)

8/29までに体育協会へ

1.500円(シングル)
8/3〜8/19の間に体育協会か
2,000円(ダブル) 宇治ロー.ンテニスクラブヘ

一般(社会人)チーム

９

バドミントン

抽
と

参加申し込み

協会で実施

一般
7〜9 /28 協会登録者

バレーボール

歩

600円(1チーム）
（少年少女は無料）

9 ‑7〜9 /28 一 般
協会登録者
9

カ

料

8 /29
一般チーム
7〜9/28 協会登録チーム 3.000円(1チーム)8/25までに中島一夫さんへ 午後8B寺 広野中学校 中島

硬式テニス

ッ

加

5.000円(1チーム)8/24〜8/31の間に宇治支部事9／1
一般チーム
宇治公民館 ヤマシカスポーツ(S⑩7257)
茶房四季(￡SR2726)
連盟加盟チーム (小学生は無料) 務局(ヤマシカスポーツ).へ午後5ﾖ寺

9 15〜9 28 一

軟式テニス

サ

参

参加資格

9 ■7〜U／2

ソフトボール
卓

開

般

5.000円(男子1チーム)
8 /31
3.000円(女子1チーム) 8/31午前lO時から午後１時の
午後2時
(≪S主半額･少年少文無科)間に宇治公民館へ

般

無

当日太陽が丘で受け付け

料

犬

会

9／7

一

道

9/21

市内の小・中学生団体l.OOO円(チーム)福本忠雄さんか波多野幸雄さんへ

個人200円(I人)

久保正人さん（松下電子

宇治公民館（a⑩mic206かa075‑622‑2638）
木村長次さん（aR3633）
福本忠雄さん（S⑩5514)
波多野幸雄さん（a⑩2081)

個人は8/15.団体は8/23までに

少年団で実施

ツ
京
団

サッカー

弓

道

剣

道

空

手

柔

9／7

道

10/12
泳

陸

上

靖さんへ 協会で実施

一 般
(小学生以上)

200円（個人） 8/31までに空手道連盟へ
10.000円（団体）

一一

無

般

9/28

一 般
，
(小学校３年生以上)

9／7

市内の中学生
協会登録者

西垣内靖さんC￡SR0227)
福本忠雄さん(豊@5514)
平尾高良さん（SR9058)

連盟で実施

8/20
連盟事務局（a⑩2443)
午後７時半 登り助育
センター

料

10/11までに柔道連盟へ

連盟で実施

連盟事務局{SR2039）

300円(1種目）

9/25までに上林書店へ

協会で実施

上林書店（a⑩3777)

500円（1人）

8/4までに長棟秀之さんか
体育協会へ

協会で実施

長棟秀之さん(aR5421）

1.000円IIﾚｰlﾁｰﾑ）
（中学生は無料）

8／31・
9／7 一般チーム

バスケットボール

山田洋司さん(豊⑩1839）

8/20までに山田洋司さんへ

500円（個人） 8/29までに福本忠雄さんか
市内の高,校生以上
2.500円（団体） 平尾高良さんへ

10/5
9/21

料

400円（社会人）
200円（学生･生徒） 8/23までに西垣内

一 般
9／7・9 ,'23 協会登録者

道

水

無

市内の小学生

無

隈美智男さん
8/20〜8/23の間にバスケット
8 /23
宇治中学校 (宇治中学校a⑩i4i4)
協会へ
午後１時半

料

※参加資格欄の一般とは、市民と市内に通勤、通学する人が対象。

市民運動標語募集

内への通勤通学者︒

▼応募資格・・・市民または市

枚に一点︒住所︑氏名︑性

▼応募方法・：官製はがき一

別︑年齢︵学校名・学年︶︑

電話番号を明記︒

当日消印有効︒

▼応募期限⁝９月10日まで

71の９市民会館内︑宇治

▼送り先⁝宇治市宇治里尻

市市民運動推進協議必一事

務局︵豊⑩3521︶︒

市政だよりで発表︒

▼発表・：入賞者に通知し︑

ものに限ります︒入選作

▼その他・：自作︑未発表の

品の著作権は︑主催者に

帰属し︑応募作品は返却

︵国体準備局︶

しません︒

フォークダンス

初心者講習会

10時から正午︒

▼とき・：８月３日間︑午前

▼ところ⁝宇治公民館︒

日㈲︵雨天

かゴム底のシュ１︲︲・ズ︒

▼持参品⁝体育館シューズ

▼申し込み⁝岡村光芳さん

市民歩こう会

︵き34343︶へ︒

新しい歴史に向かって走ろう

京都国体を契機に市民が

一丸となって︑美しくまご

ころのこもった社会づくり

を目指す市民連動の︑七つ

の運動項目ごとに標語か招

集します︒ふるってごら募

︿７つの運動項目﹀

ください︒

①親切とふれあいの輪を

にＩげよう︒

ろう︒

②社会生活のルールを守

③健凩つくりにつとめよ

④スポーツに親１ 石う︒

⑤まちを芙しぐトよう︒

に１ よう︒

⑥花いっぱい緑いっぱい

文化牽ハ切にしよう︒

⑦郷土牽よく知り︑自然︑

市民体育の

お知らせ

宇治川マラソン大会

シンボルマーク募集

冬のスポーツイベント宇

治川マラソン大会にふさわ

しい︑シンボルマーク忿好

男します︒

▼応募方法・・・Ｂ４版︵36・5

X26センチ︶程度の紙を

の場合は８月17日間︶︒午

▼とき・・・８貝⁝⁝

前８時20分に国鉄宇治駅

使用︒色彩は自由︒図案

前集合︒

の説明を明記︒

▼応募期限・：８月30日まで︒

水駅←大正池←郷之ロ←

▼コース・：国鉄宇治駅←玉

キロ︒

京阪宇治駅前︵解散︶の

抑

筒︑交通費は各自負担︒

▼準備品・・・弁当︑雨具︑水

ん︵ａ⑩3633︶へ︒

▼問い合わせ・：木村長次さ

▼応募先⁝宇治市五ヶ庄三

番割︑㈱宇治市体育協会

宇治川マラソン大会事務

局︵Ｓの1905︶へ︒

▼表彰・：応募者全員に記念

品を︑採用の人には感謝

状と賞品奎贈呈︒

権は︑宇治川マラソン実

▼その他・・・採用作品の著作

行委員会に帰属し︑応募

作品は返却に羊笹ん︒

620

r‑ii2時‑ 3時ｔ li.灯i;尺館

上映作品（いずnもlラーアニメーション）

木幡赤塚
柴田美智太郎ちゃん

お知らせ
中学卒業

同じように出来ますよ。

この欄に掲載するお子さん（60
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。

住宅資金を融資

十万円

万円︑増改築・修繕９百五

▽融資額・：新築・購入上二百

資しています︒

協力して住宅資金聚低利で融

図るために︑京都労働金庫と

マンの皆さんの住生活向上を

市内にお住まいのサラリー

サラリーマンを対象に

い業務も︑第二・第三土曜日

このため市役所の公金支払

とになりました︒

え︑第三土曜日も休業するこ

月から現行の第二土曜日に加

金融機関では︑六十一年八

第３土曜日も休業

市役所公金の支払い

︵学校教育課︶

課︵豊０７５㈲8111︶へ︒

わせ⁝京都府教育庁学校教育

願書交付・受け付け・問い合

正午まで︒日曜日は除ぐ︶▼

日側〜９月10日南︵土曜日は

た人▼願書受付期間⁝８月Ｈ

の就学を猶予または免除され

ない理由のために︑義務教育

発育不完全︑その他やむを得

教育庁会議室▼対鰍：病弱︑

午前10時から▼会場・：京都府

▼試験日時：11月７日出︑

等学校入学資格が得られます︒

この試験に合格した人は︑高

程度の認定試験を行います︒

来なかった人に︑中学校卒業

みちたろう君は、とてもしっか
り者。 Aのお姉ちゃんと何でも
2

８月は道路を守る月間
道づくり

ラミングの講習

Ｏ初心者のための自動プログ

受講者を募集

向上訓練

住みよい社会の第一歩
は行いません︒ご不便をお掛
けしますが︑ご理解とご協力
をお願いします︒︵会計課︶

社会保険相談所

年金や健康保険なＩ身近な

午後６時〜９時▼受講料・１千

▼とき・：９月１日〜１９一日︑

円▼申し込み締め切り⁝８月

明るい選挙を推進すると

共に︑市民の政治意識と選

挙道義の高揚を図るために

▼内容・・・明るい選挙を推

啓発ポスターを募集します︒

し進めることを表現するポ

さは45mｘ30mかｙ旅ぶ×

大き亭・・色彩は自由︒大き

40m以内▼応募方法・：作品
の裏面右下に︑住所︑氏名

を必ず記入してください︒

︵ふりがな︶︑年齢︑性別︑

グループ︑職場名などの区

合作の場合は︑家族︑友人︑

分を明記し︑製作者の住所︑

氏名︵ふぴがな︶︑年齢︑性

別を連記の上︑代表者に

はＯ印を付けること▼締め

切？・９月10日團▼応募先・

理委員会︵宇治琵琶33番地︶

問い合わせ⁝宇治市選挙管

応募者全員に記念品︑入

へ︒

選や佳作には賞状と賞品を

人︑グループ︑職場のグル

内に居住する人︵家族︑友

す︒ ︵選挙管理委員会︶

生徒の作品も募集していま

使用に蚤す︒また︑児童・

選挙か遥めるために自由に

なお︑応募作口口明るい

お贈りします︒

ープな見昂も可︶︒１人ま

スター▼応募資格・・・京都府

たはＩグループー点▼色・

動物愛護写真コンクール

▼応募資格⁝京都府内に在

ラー・白里一どちらでも可︶

れ合い▼規格・：四ツ切︵カ

▼テーマ・：犬と人間の触

保健所︵宇治若森７−６・

問い合わｔ)｡応I＊先⁝宇治

応募点数・・・１人２点以内▼

記し︑郵送または持参で▼

業︵学校名︶︑電話番号を明

昨︷がな︸︑年齢︵学年︶︑職

作品を募集

住または通勤・通学してい

官募集が始まりました︒

昭和六十一年度第二次自衛

自衛官の募集

︵交通労政課︶

人Ｓ０７５剛7391︶へ︒

し込みは京都技能開発センタ

順です︒お問い合わせ︑お申

定員はいずれも10人で先着

切り⁝８月23日まで︒

講料⁝二千円▼申し込み締め

午前９時〜午後４時15分▼受

▼とき・：８月26日・27日︑

⑤シーケンスコントローラー

30日まで︒

社会保険制度の？みについ

日溺

て︑専問の相談員が相談に応
じます︒お気軽にお越しぐだ

▼とき・ところ・：８月８日

さい︒

廊９木幡公民館︑８月９９
＝宇治公民館︑時間はいずれ
も午後１時〜４時︒
︵保険年金課︶

交通事故相談

交通事故の相談に無料で応

▼とき・：第２・第３土曜日

じています︒お気軽にどうぞ︒

と日曜日を除く毎日︑午前９
時半〜午後４時40分︵土曜日
は正午まで︒弁護士による相

自衛隊法第38条に定める欠格

る人▼募集期限・・・８月20日

ｙ応募資格⁝採用予定日の

事項に該当しない人▼問い合

困まで▼応募方法・：作品の

談は毎週木曜日︑午後１時〜

わ苓・・宇治募集事務所︵き㈲

裏に題名︑住所︑氏名︵ふ

１日現在で︑18歳以上25歳未

7139︶または市役所企画

済期間＝十五年︵最長︶◎

﹁特選﹂に選ばれた作品

には︑曲をつけて十一月九

日に行われる﹁ＹＯＵ−Ｓ

ＡＹ秋と同封コンサート﹂

︵環境保全課︶

ません︒また︑石作賑は主

なお︑応募作品は返却し

勢田町蔭田二三−二八︶へ︒

または宇治蔭田郵便局︵伊

田郵便局︵広野町東裏五六︶

氏名︑年齢を明記して︑新

マにした童謡の歌詞で未発

▼作品内容・：手紙をテー

で発表します︒

豊⑥2192︶へ︒

管理部総務課︵ａ⑩3141︶

まで︒︵企画管理部総務課︶

４時︶▼ところ・：㈲日本損害
保険協会京都目動車保険請求
センター︵京都市下京区烏丸
通七条下ル東塩小路町七三五
−五︑日本生命京都駅前ビル
６階一Ｓ０７５叫30410

︵交通労政課︶

電話での相談も受け付けて
います︒

︵配偶者に収入がある場合

の収入が六百五十万円以下

は合算して八百五十万円以

下︶の人︒

の新築・購入︵建売・中古︶

担保几

％口連帯保証人が必要Ｏ返

▽融資条件・・合年利六・四八

増改築︑修繕かずる人で次

を超える場合は抵当権を設

▽対象・・・自らが居住する住宅

の条件か属だしている人①

定︒

︵交通労政課︶

豊⑩3141︶

▽問い合わせ・玉父通労政課︵

市内に引き続亘年以上居
住し︑今後も市内に居住す
る人②現勤務先に勤続一年
以上のサラリーマン③前年

明るい選挙

またお友だちと誘い合わせて

なお︑幼児には必ず保護者

お越しください︒

が同伴してください︒
︵宇治・木幡・小倉・広野公に館︶

第１回歴史散策

巨椋池の生活と文化

歴史資料館では︑現在開催
中の企画展﹁巨椋池のくらし﹂
に関する歴史散策の災いを行
います︒現在の小倉町︑松島
町周辺から︑消えた心回巨
椋湘にの姿を探ります︒ぜひ

▼とき＝・８月30日出︑午後

ご参加ください︒

１時半▼僕合・：小倉公民館▼
行き先⁝巨椋神社︑浜跡と舟
道・薗場堤・蛭子島神社など▼

︵折居台１丁目１番地︑
文化センター内︶
▼入場前売券：大人︵大学
生以上︶八百円︵当日千
円︶︑小・中・高校生六
百円︵当日八百円︶︒市教
育委員会青少年対策室︑
宇治市文化センターなど
で発売︒
▼推薦⁝日本ＰＴＡ全国協
議会
▼後援・：京都府︑京祁府教
育委員会︑宇治市ほか
新藤兼人監督作品︑乙羽
信子︑宅麻伸︑財津一郎︑
川上麻衣子︑初井言栄︑森
本レオ︑殿山泰司︑吉行和

︵青少年対策室︶

子︑戸浦六宏ほか出演︒

身を寄せ、一命を収)とめた。

８月20日中央公民館で

▽定員⁝50人

▽対乖：小学校４〜６年生

▽参加料＝・無料

中央図ｎ⁚圈ではぶぼう″⁚

学Ｊ⁚会﹂を間ぼします︒

た冊子﹁数字とグラフでみる

宇治市の概要などをまとめ

みる宇治市﹂を発行

﹁数字とグラフで

︵中央図心⁚館︶

︵昔⑩1511︶へ︒

月10日までに︑中央図書館

▽申し込み・問い合わせ・：８

わがまち宇治上腿休み子ダに石

﹁宇治について学びたい﹂

という︑子どもたちの希望に

応えて企画しました︒内容は︑

市役所企圃課で作つだ冊子︑

﹁数字とグラフでみる宇治市﹂

を参考にしながら︑宇治市の

概況・産業などを学習します︒

また︑統計・グラフの見方な

宇治市﹂が出来ました︒これ

ち宇治市のことかまく知って

は︑子三遊ちに私たちのま

定員⁝60人︵先着順︶▼申し込

ｏジャ・クと･,よの和

ども学びます︒

一腿休みの社会科学習のまと

めとして︑お友だちと一括に

ぜひ参加してください︒
もらい︑また夏休みの勉強に

o ]＼μの人シカ

▽とき・：８月20日困︑午後２

認定試験

た,

み⁝歴史資料館︵き⑩131

り川乍やなせたかし・l.映N.V￨,",l27'/>)

も役立つように作ったもので

義務教育の諸学校に就学出

人のムクムクに育てられたライオンのブ几

時〜３時半
1︶へ電話で︒︵歴史資料館︶

ｏやきしいライオン

す︒ご希望の人には︑市役所

(イギリスししh映叶川lo分)

▼場所⁝文化会館大ホール

まで抜ける人木に…。

▽ところ⁝中央公民館会議室

﹁地域文化推進の会﹂︵Ｋ

レビ局で結成︶では︑今日

ＢＳ京都な芦至国の民放テ

全国的な問題となっている
﹁いじめ﹂を取肛上げた映
画﹁ブラックボード﹂を製
作・自主上映にます︒
この映画は︑﹁いにあ﹂
が殺人事件にまで発展した
事件か基に︑ドラマとして
構成されています︒映画で
は︑﹁いじめ﹂とその背後に
ある今日の教育にかかわる
問題についての提起を行っ
ています︒
親子そろって︑ぜひご鑑
賞ください︒

tし
ブ･しは、やかて人人のライオンにな'I

玄関案内または企画課で無料
でお渡しします︒︵企画課︶
親子映画の集い
七月十一日発行の市政だよ
りでお知らせした︑親子映画
の災いの上映作品が下表のと
おり決まりました・いずども
みんながよく知っているお話
のアニメーションです︒
入場は無料です︒親子で︑

﹁いじめ﹂をテーマに

r後2時〜3叫ｔ 宇治公尺節

▼とき・・・８月９日出・10日

椋v;i･･I.映ii,Si;il25分}
(川ll;

W起きるとjjとの巾
ジャ・クかまいた叫i.

▽講師・：市企画課職員

Ｏ宇治市中央公民館…折居台
１の1 （豊治1 4ヽ11)
○宇治市宇治公民館…宇治里
I兄71の9 (aR 2 8 0 4)
○宇治市木幡公民m…木幡内
畑34の7 (ac 8 2 9 0)
○宇治市小倉公民館…小介町
手内91（Sc4 6 8 7)

８月９日・10日上映

公民館の所在地

啓発ポスターを募集

歌詞を募集

凍叱ヽ｣丑のとき鹿の川れの･むに
師たち.'i,

I',耳の人シカを;riりていた賦
%い冬の日,

ところ
き
と

聞︑時間はいずれも午後

『手紙の歌』

Viiilll叫〜11時ｔ'I‑
r ri;尺館
81'rt
8

ri卵oii〜n時t.よ鴨i; 民811
7 (to
8

１時と３時の２回︒

621

YOU‑SAY

親子映画の集い日程内容表

学ぼうわがまち宇治
夏休み子ども学習
夏休み子
会

賢

第745号
1986年（昭和61年）８月１日発行
宇治市政だより
(3)

ブラックボード

▲健やかな成長はみんなの願い

第745号

宇

保健・衛生・相談・移動図書館︵8月分︶

献血
●22日(三室戸新生市場10時〜正午く主催−

i台

m

j改

だ

よ

り

1986年（昭和61年）s月1日発行（4）

第26回宇治川花火大会

険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く
ださい。相談は無料、秘密は厳守。

小売市場連合会〉と宇治病院s時半−15時
半)、28日(〈株〉ニチイ大久保店10fl#〜正
午と13時〜15時半)。

８月10日宇治川畔で

飼えなくなっい犬・猫の引き取り
●12日(木幡公民分館10時40分発、小倉公民

'＾子︒ご家族お云心いで︑・夏

lの老人福祉センター（豊⑩5652）で。

I

1…………………………………………………………………j

が︑川面に映え︑夜空か彩り

︵商工観光課︶

移動図書館

そよかぜ号巡回日程

宇治市中央図書館︵豊⑩1511︶
☆は駐車時間が変わりました︒

打ち上げ600

花火点火＝午後７時半︑終

額の算定、訴訟や調定のしかた、自賠責保

了予定午後９時

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠障

恒例の宇治川花火大会が八

宇治地方振興局a⑤2049、9時〜16時)。

の夜の祭典をお楽しみくださ

i

で．高齢者職業相談（無料）は毎週火・1
金●=･･
曜 日 の−
９時〜
＿.I
16時に総
̲̲.I.●‑･a
合福祉会館2階i
IJ･● ● k･ .‑､●.:

6日、20日、京都府

月十日囲︑宇治川畔一帯で開

16時に総合福祉

かれます︒ことにからは︑打

談は月〜金曜日の10時

会館3階の家庭児童相談室(豊⑩8698)

●京都府交通事故相談{

い︒

相談あんない
●青少年相談{19日、市民会館l3時〜16時)。

ち上げ花火だけとし︑宇治公

(午前９時〜10時半)宇治保健所で実施。

園や宇治川両岸から観賞して

６千発の豪華打ち王げ花火

治保健所11時半着)｡その他、毎週月曜日

いただけます︒

館l0時50分発、旦椋公会堂11時10分発.宇

0発

8月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）
木
1

20

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）

５

22

木
幡（熊小路）
五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西川
浦、新開、平野、折坂．福角、−・二・三番
原ヽ壇ノ東ヽ寺界道ヽ野添ヽ大林ヽ梅林ヽ西
菟

6

23

割、国鉄以西の芝ノ東、高峯山）
道（平町）

五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚．
戸ノ内、京大宿舎）
菟
道（平町を除く全域）
明星町（全域）
志津川（全域）
羽戸山1
4丁目
宇
治（山本．乙方、厦内、又振、山田）
宇

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、米阪、矢落、若森．国鉄以南の天神）
25天神台1〜3丁目
白
川（全域）
折居台（全域）

8

9

11

12

13

14
18
19

26

し

尿（城南衛生管理組合電話075−631

−51
幡（半尾、須留、m蔵山、畑山田、御ia、陣ノ
71）

小倉町,（奥畑）
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）

1
2
4
5
6
7
8
9
n
12
13
14
19
20

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
25 寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添、谷BiJ、西浦一鄙、梅林百有地、大林一鄙
26 西浦一鄙、新開、半野府営住宅、折坂一部
27 福角(国鉄以西)、日皆田、岡本、上村、大八木島、笠取
28 車田一部、平町、一里塚、戸ノ内(棋島飛地)
29 車田、丸山、出口(国鉄以西)、森本(国鉄以西)、谷下り(国鉄以西)
30 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
9/1 西浦(国鉄以東)、三番割、芝ノ東(府道両側)、南端(国鉄以東)
9/2 芝ノ東(府道以東)、広岡谷、南山(Ａ)、中村(3っきヶ丘)
9/3 南山(Ｂ)、金草原
9/4 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
9/5 北畠、桧尾．平尾、須留
花揃、赤塚,陣之内(国鉄以東)．御H,
御蔵山、畑山田、北御図、正中(国鉄以東)、町並一部
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、
柿ノ木町、一丁目、札ノ辻町．紺屋町

21

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)

22

大林、梅林．芝ノ東(国鉄以西)、西浦一部

白川・志津川・菟道・宇 台・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).
9 9/2 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、
11 9/3
石塚(心華寺通り以西)
12 9/4 東裏、一里山．桐生谷、開町、石塚(心華寺通り以東)、宮北一部
13 9/5 小根尾、大開一鄙、尖山一部、宮東(城南荘本通り以西)、宮西、宮北
8

14

19
20

9/1

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mm荘本通り以東)

下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻(国鉄以南)、塔川

蓮華．乙万、東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸、山本．荒砥

田巾大垣内、tel>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、
21
池山、谷下り(国鉄以東)、出口(国鉄以東)
開
町（国道筋を除く全域）
27 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）･
小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
広野町（桐生谷．一里山、東裏、寺山、国道筋を除
し尿収集日程の
1
25 老ノ木、久保、西山(国道以東)、31池、寺内一部
く西裏・茶屋裏）
変更のお知らせ
28 大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山．
東山、天王、蔭山、吹前、中川原(大川原線以東)、
2
26十一(大川原線以東、国道以東)．十六(国道以東)、十八(国道以東)
８月15日から18日までの４
久保）
西大久保府営住宅（21〜32棟）
27 寺内、西浦
日間は、沢清掃工場の維持管 4
5
28‑ 南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)
理に伴う定期点検整備のため、
安田町（全域）
伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中
6
29 南堀池(大和)、mm
し尿収集は行いません。
ノ荒．ウトロ、南山）
南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部．中ノ荒、井尻、
なお、このことにより8月
7
30中ノ田、名木、浮面、安田町全域
29 開
町（国道筋）
広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派 1,9日以降最初の収集日程は、
中山(近鉄以東)、大谷．西畑、中畑、春日森．−ノ坪、島前、
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）
8 9/1
大町、大川原、中川原(大川原線以西)．石橋(大川原線以西)
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 9 9/2 中山(近鉄以西)、毛語、若林
11 9/3 羽拍子町
宇
治（半白）
小倉町（新田島を除く近鉄以屯の全域、西山）
さい。
30
羽拍子町（国道筋）
12 9/4 蛇塚、弐番(府m以北)、池森 米阪
伊勢田町（北山、大谷．若林、井尻、中山、毛語）
北山A･ B・C ･ D団地、中央台、西山(国道以西)、
13 9/5 神楽田(山中含む)
小倉町南m、山際>
示銀前から南京信前までの市し尿収集の届け出を
家族や同居人に増減があっ
道筋以南の西浦）
− 9/1
伊勢田町（m田、砂田）
戸ノ内、矢落m鉄以北)、若森(国鉄以北)、里尻(国鉄以北)、
小桜、南堀池(田中、大和一部西２号通り以北)
たり転出転居、浄化槽設置な14
西大久保府営住宅(33〜43棟）
19
亜目川 西目川、南落合(0〜3の通りまで)
どで、し尿収集届出に異動が
小Ｕ町(ililE、堀m、南m池、足鏝剛かり用足信朗
20
南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
9/2
までの市道筋以北の西?i）
あったときは市役所清掃事務21
南浦(100〜110、84〜98 30〜33
)大只団地、山際一部
伊勢田町（南遊田）
所へ届け出てください。
22
南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)
9/3
累蓉に回臨。ｎａ）
(城南衛生管理組合)
山際、半白、薗場(大川原線以北)、大幡、北内．門口、幡貫、
23
郡．石橋(大川原線以東)
宇
治（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）
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