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厄﹂

計画給水人口十七万五千人︑

計画一人一日最大給水量五百

八十械一日最大給水量十万

・Ｗ

Ｓ吽

三階は︑業務課庶務係と経

理係の事務室︑水道事業管理

千五百立方肩の計画夕策定し

現在の給水能力は︑一日七

たものです︒

万二千五百八十立方μで︑自

・小倉・奥広野の各浄水場を

己水源として宇治・神明・開

持ち︑宇治下居にある府営第

一山城水道から一日五万千立

方μの水か受けています︒こ

れは給水能力のうち約澗︶％

を府営第一山城水道より受水

府でぱ︑山城第一・第二水

していることになりまず︒

道の施設拡張や整備受︷︸によ

って︑効果的な水の需給を図

一−

−・
二辱

配水係までご連絡ください︒

者室と大小会議室になってい

ます︒︒

業にも著しい影響夕及ぼして

きました︒

そこで市では︑過去三回水

道拡張事業に取り組み︑さら

に︑五十一年四月から目己水

源の開発か猛にした第四次拡

張事業に着手しています︒

この第四次拡張事業は︑そ

る計画がなされていま7．そ

−一

市民サービスの一層の向上へ

また︑給水装置の工事につ

市道宇治自川線

瞭ドレレ

図﹂口

□㈲㈲□

徴収︑・領収書や納入通知書

いての相談は給水係まで︒

ター

市民の貴重な財産

水準の向上に伴い水の需要は

二階は︑工務課と配水課の

医療

ＤＩ

の目標年次を昭和六十年とし

□

一階は業務課営業係と料金係
宇治市水道部がこの四月から宇治琵琶四五︵菟道第二小学校跡地︶に建設
事務室の過密化などを解消し︑より一層の市民サービスの向上とこれから

中であった新庁舎が完成しました︒これは︑現在のプレハブ庁舎の老朽化︑

により︑十二月七日にプレハブ庁舎から移転し業務を始めます︒

の水道事業に対応していくため建設したものです︒新庁舎が完成したこと

の発行など︒水道料金に関

漏水を発見された場合は︑
新庁舎の各階と各課のあら

する相談の受付︒

◇業務課料金係・：水道料金の

ましは次のぷつになっていま

の建物になっています︒

建築後十二年も経過し︑老朽

す︒

し移転したものです︒しかし︑

程完成︑十二月七日に現在の

化が激Ｌど︑年々拡大する水

この他一階には︑身体の不
自由な人やお年寄りの人にも
利用いただけるぷっに玄関に
自動ドアーズ︒01プ︑身体障
害者用トイレなどを備えてい

水道は

道事業に伴い職員数も増加す
るにつれ事務室は過密状態に

民の皆さんに奈ハ変ご迷惑を

なり︑窓口などを訪れた市

現水道部の庁舎は︑本館が

和四十五年にプレハブタ仮設

手狭になったことにより︑昭

かけていました︒

あらまし
一階は︑市民の皆さんと直

活用水を供給ずるぶっに努力

市の水道事業は︑昭和二十

し︑より一層の市民サービス

接関係ずる窓口の業務課営業

事務室になってい未丁︒

してきました︒市勢の発展と

未了︒
牽同上させ︑これからの水道

係と料金係の事務室になって

共に人口も増加し︑また生活
浄水場や配水池などの送水

毎年増加の一途をたどってき

五年に給水を開始︒市民の生
事業に対応していくため新庁

改良工事の計画︑設計など︒

◇工務課・：水道施設の拡張・

どにょる開閉栓の届出︒使

施設の維持管理︒

◇業務課営業係⁝転入転出な

い未丁︒

跡地︵宇治琵琶四五︶の教育

用者︑所有者が変史した時

ました︒特に昭和三十年代後

庁舎西側に建設され︑総事業

◇配水課：配水の計画や給配

半からの人口急増は︑水道事

の届出なぺ営業業務に対

水管の維持管理︒道路上の

費は約二億六百万円︑鉄筋三

新庁舎は︑菟道第二小学校

舎を建設しました︒

このよラな不自由さを解消

各階・各課の

プレハブ庁舎から移転するこ

宇治市水道部新庁舎がこの

ヱ

する苦情などの受付︒

水道部新庁舎平面図

階建︵延べ千百四十七平方μ︶

のため︑市の水道事業は受水

の立場での一定の方向はある

ものの︑この府営水道の拡張

事業の状況では第四次拡張事

業が完成しても︑なお水不足

が予想され︑市独自の水源確

保の必要性が生じるものと考

水道事業は市民の税金では

凡ていまず︒

なく全く別の会計で次かなわ

チ︒すな

れ︑公営企業体としての独立

採算制になってい

建設費などすべての経費は水

わち︑人件費︑維持管理費︑

水は限ひある沓源︒有効に

道料金などで次かないまで︒

利用し︑私たちの貴重な財産

である水道牽ハ切にし侭しょ
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水道部新庁舎周辺の略図

とになりました︒

完成した水道部新庁舎
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12/ 1
みんなそろって明るいお正月を

水道部

新庁舎が完成

12月7日に移転

宇治では︑茶園のことを

動はなかったぶつである︒
ぷＩ鐘解は︑実は的か射

が茶を育てていたのは確か

中薗にも覆下栽培が行われ

したがって︑上貪が存在

こと驚露ってはいても︑

次回に述べるが︑上々畑や

近世におけゑ落茶が︑

である︒茶の良否や価格は

覆下園で育成された礁茶の

するということが︑そこに

の斗代が最も高く︑それに

ていたに違いない︒

ていないのである︒

次ぐのが小倉村で︑伊勢田
その斗代の高低が︑直ちに

言うまでもなぐ︑宇治郷

び︑上・今植・中・下・下

ことであることは前回にも
茶の優劣忿不すものではな

﹁一圓﹂または﹁蒲畑﹂と呼

々蒲といラ位付けがなされ
村はさらに低い︒また白川
述べたとおりだが︑その覆

なお︑同じ

いのである︒

優秀な覆下茶園が展開した

て︑それぞれ斗代が異なっ
村の斗代は︑茶園・田畑・

在の限られた範囲の茶園だ

下栽培は︑宇治郷なぞの近

生産された礁茶は︑宏堀

であった︒しかも︑そこに

な村では概し

が︑そのぶつ

村もある︒だ

−

−

15

︵歴史資料室︶

ていた︒今植薗と呼ぶ茶園
屋敷地ともに宇治郷と同額

く幕府領であ

であったが︑慶長の検地帳
けに許可された特殊な方法

の実態は︑まだよく解かっ

には上薗・今植葡の記載が

ていないが︑おそＶＱｖ樹齢
が若く摘採量の多い茶園の
っても︑木幡
村や槙島村の

見られず︑当時この村には

を中心として存在する特定

斗代にみる宇治の茶園
ぷつに茶園と

該当する茶園はなかったも

されていない

畑の区分がな

のと考瓦られる︒

て畑地の斗代

一

−

宇治市史の窓

宇治茶生産の中核をなし

（単位＝斗）

宇治茶園の斗代

た宇治郷と︑その近隣農村
には︑広大な茶園が展開し
ていた︒だが︑第八十九回
﹁延宝の検地﹂において触
れたぷつに︑その広い茶園
に課される年貢の算定基準
ことであったのだうフ︒
表に掲げた各村は︑いず

の茶師に集めら元︑販売さ

れも幕府領であったが︑宇
このぶっに述べると︑宇

−
庁されるな

はがき︑来

も︑電話︑

者も希望者

品物の提供

▽登録方法⁝

ください︒

間ですので︑μｒどしご利用

年二月二十八日までの三ヵ月

後期の開設は今日から来

と後期に分けて実施︒

でいるもので︑今年度は前期

簒腿のＩ︑つとして取り組ん

この不田甘貿報センターは

い未了︒

不用品情報センターか設けて

必要としている人に譲るため

ない不用品登易に生かし︑

市では︑家庭で倣りれてい

14

横島村
どで申込ん

人権
守られていますか あなたの

俐午前10時〜午後4時Ｖところ⁝

︿人権相談所﹀▼とさ・：19一月9日

相談は︑無料で︑秘密は厳守︒

4日から人権週間
週間です︒城南人権擁護委員協議

十二月四日から十日までは人権

心一と京都地方法務局宇治支局では︑

お越しになれない人は︑人権擁

市民会館と西小倉集会所の且蕩

護委員宅または︑京都地方法務局

宇治支局︵ＢＲ4122︶でご相

談ください︒︵秘書課︶

41内線294︶︒受付時間は︒

宇治野神︒

︵選挙管理委員会︶

︵69︶五ヶ庄三番割︑菊地芳勝さん︵37︶

管理委員会委員長表彰・・・松本登さん

岡地孝三さん︵78︶神明宮東︑京都府選挙

治壱番︑明るい選挙推進協会会長表彰・：

自治大臣表彰・：若山正作さん︵73︶宇

労者として表彰鷺巧竪瓦ました︒

なお︑次のみなさんが明るい選挙の功

です︒

蛮右ち︑選ぶ眼を養ってお参たいもの

定されてい康Ｋふだんから︑選挙に関

来年は選挙の午卜︒宇治市でも府議合一︑

ました︒

管理委員企一を中心に選挙浄化を進めてき

全国各地の明るい選挙推進協議会︑選挙

以来三十年明るい選挙推進運動は︑

た乱脈なものであったとのこと︒

気で︒選挙の実情は金力や情実に流され

えた有権者も飲食や物かちらつことは平

腐敗選挙が猛威をぶるい︒また︑物に飢

当時は︑不慣れな有権者の虚に乗じて

十七年でした︒

公明選挙連盟が産声か正げたのは昭和二

﹁民主政治の基礎はまず選挙から﹂と

氏名
住所
電話
荒木嘉夫 木幡大瀬戸50
31−8250
井戸田侃
木幡熊小路4の8 31−8489
入江甚之輔 宇治．妙楽108 21−2030
北川稔
伊勢田町毛語40 41−7260
横島町北内53
熊木治夫
22−0153
前川桂子 菟道丸山1の69 21−3458
松本得一 宇治陰山17の32 22−2225
向井信雄
大久保町山ノ内141−6488
山口政一
小倉町西浦72
22−2444
山花忠次郎 宇治善法18
21−2249

ト戦後︑公明選挙連盟発足当時のポスター

この期間に人権相談所を開き釆ｙ︒
差別夕受けたり︑名誉か侵され
たとき︑離婚や相続など家庭問題︑
借地︑借家や金銭問題で困ってお

合は︑当事者で協議して解

られる人はご相談ください︒

価格︒倒住所︑氏名︑電話

決するものとし︑市は一切

マ登録先と受付時間・・・登録は

問題に貴任舎負いません︒
▽登録の有効期間⁝十二月一

不用品情報センター︵〒611

番号など連絡先︒㈲その他

日から来年二月二十八日ま

宇治琵琶33宇治市役所商工

の希望条件︒

での三ヵ月間です︒

す︒再利用の価値があり︑

午前九時から午後三時︑土

観光課消費牛活係豊⑩−1

修理︑修繕の不要なものに

曜日は午前九時から十一時︑

▽主な対象品・：左表のもので

限り濠7．なお︑転売や趣

自−111−−ＩＩ

︵商工観光課︶

日曜日・祝日は舜付ません︒

1111−−111111111111111

味を目的な恚場合や医療
機材・コレクション要素の
あるもの︑食品・牛百石の
などは対象としません︒
マ品物の取ゑＷ男法・・・両者
の希望条件がほぽ一致した
場合︑情報センターが希望
者に連絡し︑当事者どラし
で交渉︒その結果か干日以
内に︑希望者が情報センタ
ーヘ報告していただ孝季ｙ︒

▽問題などの処理・・・故障︑欠
陥︑その他問題が生じた場

人権擁護委員さん（敬称略）

明るい選挙推進運動−30周年

すなわち﹁斗代﹂は︑他に

った︒このことはそのまま
治郷と日川村の斗代は慶長

外に有利な工

が高い︒茶以

芸作物のなか

れるものだったから︑小倉
村は下各村の覆下園の栽培

ったことから

治郷の茶園が最もすぐれた
茎彫産し︑小倉村や伊勢
家は︑いわば宇治茶師の下

土︿年︵ニハー一︶の検地
帳によって算出し︑その他

請業者といった立場に置か

も︑多くの村

田村︑その他の村々の茶は
劣っていたぷコに思われる
れていた訳である︒

は延宝検地帳に薦ついてい
る︒だが︑近世を通じてこ
かも知れない︒だが︑その

上薗

類をみない驚異的高額であ

宇治茶の特殊性奮孚七の
として︑注目しなければな
らない︒ここでは宇治郷と

較しながら︑宇治茶業の展
れら郷村の茶園の斗代に異

成人病の中で高血圧に次い
で多いのが糖尿病−︒二十日︑
土曜日の正午から宇治久世医

14

8
ｊｙださい︒

二段ベッド・歩行器・ベビーベッド・ベビー

下々薗上々畑
今植圓中薗 下面
に付け村名

不用品情報センタ

近隣農村の茶園の斗代か氏

開をみることにＬよう︒

第6回糖尿病のつどい

師会の主催で宇治市保健医療
センターで開かれた﹁第六回
糖尿病のつどい﹂には︑百八
十人あまりの患者さんや︑毎
日食事を作られる家族のみな
さんが参加され︑関心の高さ
がフかがえました︒

10

9
印品名︑型

学習机・地球儀・天体望遠鏡・ランドセル・

寸匯心ﾁ。

学習用品 辞典・全集・図鑑など（雑誌．文具はのぞく）

13

11
▽登録項目⁝

ンスなど（おもちゃ、絵本、子供服はのぞく）

15

一
式︑規格︑

'

ミシン・編機・カメラなど
一般家庭用品
（食器、石けん、シーツ衣類、日用品はのぞく）・

会場では︑奎ず血圧測定と
検尿を受けたあと︑六百カロ

話忿聞きました︒

リーの昼食を試食し︑医師の

昼食は具たっぷりのきつね
台沌などで参加者は量の多
さに驚かれていました︒また︑
一日三食刄工︿百カロリーに
調理された献立か前にして︑
栄養士に日頃の食生活で疑問
に思っていることなどを質問︒
栄養士は︑﹁糖尿病は食べて
悪いものはありません︒ただ

バス・三輪車・ブランコ・ベピーカー・ベビーダ
ベビー一子供用品

−

13
品質なべ

石油・が又用器Ｈ
ストーブ・温風ヒーター・ガスコンロなど

20

伊勢田村

登録の対象品目

品物の取引方法
ﾌﾌｯｸ]
煙￣……;

テニスラケット・健康器具・キャンプ用品・
ゴルフ用品・卓球台・釣具・スキー用具など

スポーツ・
レジャー用品

病状によって各人の食べる分

ステレオ・ミキサー・テレビ・洗濯機・

−

小倉村
ぼ購入年月

冷蔵庫など

−

一

度︒ぼ希望

電気製品 トースター・乾燥器・アイロン・ラジオ・

一

10

ベッド・応接セット・サイドボード・座卓・
ダンス・げた箱・書棚・食器棚など

10

15

家具

15

−

主な取扱い品

20

−

分類

25

白川村

日︑消耗程

子供用自転車・婦人用自転車など（バイク類はのぞく）
自転車

ギター・トランペット・エレクトーン・
マンドリン・尺八など

楽器

市が認めるもの

その他

量が決めちれるので︑その量
を早く覚えて守っていただき
たい﹂と指導されていました︒

ほしいもの・譲りたいもの

宇治郷

ーへ

その94
栄養指導を受ける患者さんとその家族のみなさん

分量守った食事を

1982年（昭和57年）12月1日発行（2）
り

宇1台ｍｊ改だよ
第613号
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所夕希望される人は︑入所申
請書と︑保育に欠ける証明書

第18回ジュニア教室
﹁しめなわづくり﹂
自分の手でわらをなって︑

など三月七日から一月十四
日までに現在入所中の保育所

小倉のお年寄ひが指導されま

しめなわを作ってみませんか︒

昼間里親の

︵園︶へ提出してぐださい︒

市小倉公民館▼内容・・・に応な

会の心一員▼対象：小学校４年

くり▼指導⁝小倉連合喜老

︵小倉公民館︶

ていますので︑ご覧ぐださい︒

第19回ジュニア教室
﹁和だこづくり﹂
自分で作った和だこべ大

農産物の展示・即売︑特産物
の直売︑園芸植物の即売︑米
・牛乳の消費拡大コーナー︑
営農・家庭菜園の相談コーナ

青色申告決算の

ー︒︵農林茶業課︶

興協議会では︑第18回農業振

宇治︑城陽︑久御山農業振

︵久御山町佐山佐古内屋敷︶

ころ⁝久御山町立佐山小学校

9時半から午後3時までＶと

算説明会を︑宇治商工為一議所

七年分の所得税の青色申告決

宇治税務署では︑昭和五十

説明会

興祭を開鳶垂す︒当日は︑農

ます︒

と宇治納税協会が共催で開き

常にむチかしい問題で︑私

これから先が大切です︒非

○宇治市小倉公民館…小介町寺内
91（豊ｃ4687）

Ｖとき⁝12月13日間︑午後
1時半〜4時▼ところ⁝宇治

◇
むずかしい

ないだろ7と思いながら申

としては︑ど7したらよい

宇治半白
大川茜ちゃん

車ふら開催︒市民の力作百

第10回宇治市民絵両展が︑

第10回市民絵画展

商工心一議所︒︵宇治税務署︶

込みました︒けれど︑最初

か︑今考えがまとまりませ

空に上げてみませんか︒今年

さい︒入場は無料です︒

たちと楽しい映画か見てぐだ

48分︒いずれもカラーアニメ︒
︵各公民館︶

20分屈﹁ロビンソン漂流記﹂

テル﹂10分︑Ｓ﹁走れメロス﹂

作品・：剛﹁ヘンデルとグレー

▼日程と必﹈場・：左表▼上映

は︑埼玉県川越市を中心に普
及した﹁扇だこ﹂づくりです︒
ｙと亭・・12月19日㈲︑午前
10時1午後2時ｙところ⁝宇
治市小倉公民館ｙ内容⁝扇だ
こづくりｙ指導⁝公民館職員
▼対象⁝小学校5年生以上の
児童・牛徒Ｖ定員⁝30人︵先
着順︶▼申込み・：材料費三百
円夕添えて︑小倉公民館へ︒
︵小倉公民館︶
親子映画のつどい

各公民館では親子映画のつ

お母さんも︹二諸に︑子芦も

どいを開きます︒お父さん︑

邸申点出品されます︒
▼期間・：ｐ一月2日團15日
間︑午前10時から▼ところ・・・
宇治市公民館︒なお︑12月2

︵社会教育課︶

ところ⁝宇治市観光センター︒

スポーツひろば

芙術家協会員などによる︑チ

加希望者は︑ト鮮寧もって直

学校体育館Ｖ内容・・・卓球︒参

1時〜4時▼ところ・：岡屋小

▼とき・：Ｄ一月5日間︑午後

ャリティーバザーを開孝ます︒

日出︑午前10時から︑宇治市

また︑今年は第一⁝⁝回展を記念

㈲︑午前9時〜午後5時︑た

丘第二競技場︒参加希望者は︑

︵市民体育課︶

当日直接会場へ︒

40分︑小倉公民館＝午前10時

ろ・：木幡公民分館＝午前10時

Ｖとき・・・り一月14日㈹Ｖとこ

犬・猫の引取り

宇治黄槃病院で︒︵保健衛生課︶

幡︶で︑午後1時半ト3時半に

正午にコピア眠関西工場︵木

▼12月6日側・：午前10時1

12月の献血

だし12日のみ午後4時までＶ

8時集合ｙ集合場所・・太陽が

Ｖとき・：12月5日間︑午前

のつどいを開章示す︒

ていただぐため︑ジョギング

ンニングフォームを身につけ

初心者に正しい練習方法︑ラ

宇治市陸上競技協会では︑

ジョギングのつどい

接会場へ︒︵市民体育課︶

︵社会教育課︶

詳細は会期中に受付まで︒

し︑画集を発行する予定です︒

市民モデル撮影会
作品発表会

第30回秋の市民文化祭﹁市
民モデル撮影会の部﹂の作品
発表会衆竹い康ｙ︒
Ｖとき・・・12月2日團〜12日

午後6時令〜8時
宇治＊小倉公尺館

保育所の入所受付
1月10日から始まります
なお︑やむ忿得ない事情で

庭で保育雪葛昼間里親制度

ます︒保育の対象は︑五十八

話か︑はがきで小倉公民館へ︒

の即売もします︒ぜひご来場

（ｎ昔2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑34
の7（ａＲ8290）

が︑大切な
問題⁝⁝
三雲容子さ
ん︵同和教育

講座の受講者・ ⁝⁝⁝
木幡在住︶ご｀
一講ぐらい

の講義か聞きましたら︑次

いか出席でき

も間童回と思い︑とうと

ん︒しかし︑今後は︑今ま

午後2時〜3時半
宇（ｆｉ市公民館

す︒

指定日までに申込みできない

申込も受付

明書など︑保育できない証明

人は一月三十一日略画五時

昭和五十八年度の保育所入
書と五十七年分の源泉徴収票

ｖとき・１９肯狛日出︑午後

な芦視証明書です︒早めにご
わ︿輪飾り・袴︵はかま︶﹀づ

年四月一日現在で︑生堡ハ週
生以上の児童・牛徒ｖ定員⁝

なお︑見本參公民館に展示し

50人︵先着順︶▼申込み・・・ｍ

湘と二十一日吻の午前十時か

農業振興祭

ください︒
Ｖ．と亭・・12月5日面︑午前

宇治市公民館…宇治里尻71の9

Ｖ内容⁝農産物品評4Ｋ 出品

︵食糧まつり︶

公民館のおしらせ

産智器会や︑新鮮な農産物

ｉ

お知らせ

込ん夕泄さい︒︵保育課︶

ら午後四時までに保育課へ申

希望される人は一月二十日

間以上︑三歳未満の乳児です︒

１時半１４時▼ところ・・・宇治

所受付か沢の要領で行い卓子︒

もあり︑この利用者も募集し

ないのか︑章兄と説明す
ることができる状況べつ
くることがまず大切でｆ︒
こラした観点から︑公民
館ｐＨ 同和問題の理解と
認識夕深めるための講座︑

保育所のほかに︑個人の家

︵申込みできる人︶
まで受付け束す︒

五十八年度も引き続いて入

用意ぐださい︒

昭和五十八年四月一日現在
で︑生堡ハカ月以上六歳未満
左表を参照しでください︒

︵入所受付日と場所﹀

ｏ受付時間は、いずれも午前ｉｏ時〜午後4時です。

︵引続き入所希望の場合︶

の乳幼児で︑母親が家庭また
は外で仕事をしているなどで
保育できない場合に限り未了︒
また︑北木幡保育所︑明星
保育園︑あさひ保育園︑善法
保育所︑宇治保育所︑横島保
育所︑北小倉保育所︑小倉双
菜園保育所︑大久保保育所︑
くりくま保育園の十ヵ所︵園︶
では︑五十八年一月三十一日
現在に出生届が出されている
生燃ハ週間以上の乳児も保育
の申込みができます︒
︵申込用紙と必要書類︶
申込用紙は︑十二月土︿日
哨以降に各保育所︵園︶︑また
は︑福祉事務所保育課でお渡

最近のことで
す︒昭和四十

制定が契機となりました︒

学習会等を開設︒部落差別
を無くしていくことが︑全
ての国民のくらし牽よくし︑

幸せを築くことになるとい

うこの講座を優先して全部

台市痙公民ｉｔ
12／12（Ｄ）
午（ｉｌｌＯ時〜ｕ時半
宇木

50分︑旦椋公あ一堂︱午前11時

9日から受付

年末をむかえ︒生活にお困りの

世帯に︑くらしの資金の年末貸し

▼貸付金額⁝︵年間︶十万円以内

付けをします︒

︵夏期と年末を合わせて︶▼貸付

条件・：無利子・無担保︒返済は︑

4ヵ月すえ置いたのち︑20ヵ月以

準の丁五倍以内の収入で︑原則

内の返済▼貸付対象・：生活保護基

として冬期ボーナスのない世ｔ町

なお︑生活保護世帯は対象になり

︵12月分︶

24日︒︵社会福祉協議会︶

社会福祉協議会へ▼貸付日⁝12月

添えて︑12月9日から16日までに︑

ご相談のうえ︑申込書に住民票を

申込み：宸寄以の民生委員さんに

の半額以上を返済していること▼

し付けを受けている世帯は貸付金

・ません︒また︑既にこの資金の貸

移動図書館

程

そよかぜ号巡回日

休室ですので︑今年は26日㈲が最後の開室日です︒

日叫〜58年1月4日叫です︒なお︑27日が月一日で

．︿市民図書室の休室日﹀12月は︑毎週月曜日と／ＣＯ
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税子映画のつどい日程

10分︑宇治保健所︱午前⁚Ｈ時
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レ笙す︒
必要書類は︑母親の在職証

公民館では
年の同和対策
審議＜11一答申や

同和対策事業が︑すすめ

同和対策事業特別措置法の

べての国民り人権夕守る基

られてゆく過程で︑種々問

﹁同和問題の解決は︑す

底である︒すなわち国民的

です︒それは︑一っひとっ

う視点に立って︑学習活動
に取り組んでい毒了︒
学習会に︑参加を希望さ
れる人は︑お気軽に公民館
へお問い︿Ｂせぐださい︒

でより積極的にこの問題を

区

保 原 倉 倉

日

ｉ里観

くらしを高める場

らし弔権利にかかわる問題

の施策︑事業が何故行われ

同和問題
学
習

題が生じていることは事実

課題である﹂と同和対策審
議会答申の中でもいわれて
います︒
これは︑同和問題が被差
別部落の人々だけの問題で

の解決なぐして︑真の民主

るのか︑同和問題の解決に

はなぐ︑すべての国民のく

主義社会は実脚し得ないこ

れないままに︑すすめら元

っながるのか︑十分理解さ

てぃるからぶｙ︒

同和問題が︑奘簡題と
≪︶ＶＡＪＳｖｉＪげβれ︑

出席することができました︒
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1月13日出西小倉保育所 南浦保育園、伊勢田保育園、西小倉保育所
善法保育所
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現在︑木幡公民館では学
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1月21日倒

1月20日（ね
福祉事務所保育課全（Ｘ育所（園）・昼ｒ．

会場

日ｆＶ．時問

20分︒︵宇治保健所︶

くらしの資金の年末貸付

（火） 吻 閑 團

南

南

14

22日

團

2ｔ日 16日
15日
日
9日
（火） 團 伽（ 火 ） 南

23日

14

15

ｕ

10

13

14

と忿ｙしているといえま7︒

して大

今︑何故この事業が必要

考汽ると思います︒

127

︒
行政によって同和対策事業

聞いただけでは駄目で︑

この欄に掲載するお子さん（56
年12月生まれ）を募集しています。
文書広報課へご連絡ください。

ｊ
小倉及葉園保育所小倉双葉園保育所、ひいらぎ保育園
1月12日附
習会かずすめています︒

茜（あかね）ちゃんが遊ぶオモ

北木幡保育所、のぼ ）保ｔｆＢＳ．木幡保育所
木幡保育所
宇治保育所
宇治保育所．広野保育所
棋島保育所、北小倉保育所．いずみ（Ｘ膏園
福ａ保育所
1月ｌｌ日勾
明星保育ＩＢ 明星保育ｉａ．なかよし保育ｉａ

1月ｌＯ日ＶＪｉ

であり︑やらなければなら

チヤは自動車や禎木。元気で活発
な女の子です。

保育所入所受付の日程

がすすめられたのは︑Ｑぐ

宇治市公民館の同和教育講座から

対象保育所園）
受付場所
日程

1982年（昭和57年）．12月1日発行 第613号
り

よ
だ

政
市
治
宇
（3）

宇治市政だより

第613号

−

●法律相談（市民会館13時
牛〜15時半）
血圧相談（川束集会所９
3^
時半〜11時）
●結婚相談（川来集会所13
４出 時〜15時）

2困

5⑧

字治市交通事故相談
と

き12月10日（S）午後i時
−

半〜4時
ところ宇治市民会館２階
相談員弁護士
申込み相談を希望される人は
市役所交通労政課（普
＠3141内線279）へ
−

12月分

相談カレンダー

1困

1982年（昭和57年）12月1日発行（4）

18倒

i火
8俐
9困
10吻

半〜15時半）
人権相談（市民会館と西
小倉集会所10時 16時）
血圧相談（開公民分館９
時半〜11時）

一

22困

内容

京都府宇治地方振興局
●交通事故の法律問題
●示談のしかた●賠償

25出

‑

お問い合わせ宇治地方振興局
nR2970

精神薄弱者相談（市民会館13時〜16時）
●高齢者無料職彙相談（社会福祉協議会13時〜15時）
●法律相談（市民会館13時〜15時半）
行政相談（市役所市民相談室10時〜16時）
乳児相談（広野公民分館９時半〜11時）
幼児相談（保健医療センター13時半〜14時半）

所市民相談室で︑︑消費苦情相談は商工観光

●心配ごと相談（社会福祉協議会13時〜15時）
●年金相談（社会福祉協議会10時 12時）

□このほか︑−市政相談ご般生活相談は市役・

乳児相談（保健医療センター９時半〜11時）

除く毎１受付Ｊ家庭児童相談は月Ｉ金曜日

●結婚相談(川東集会所13
−
時〜15時）

もえないゴミ収集日程表

‑

社会福祉協議会の相談（●印）

26⑨

すすはらい

課で︒教育相談は教育委澗会で︑日曜日を

16t*)

24i)

﹃︒の10時116時に宇治福祉園内の家庭児童相

15(*)

●法律相談（市民会館13時〜15時半）

−

額の算定●訴訟、調停
のしかた●自賠責保険
等の利用、臍求のしか
た他。

談室︷⑩８６ ９８︸で︒︒また︒ 高齢者職業

腫火J

23困

一

12⑧
13㈲

●心配ごと相談（社会福祉協議会13時〜15時）
移動市民相談（東木幡集会所13時牛〜16時）

き12月８日(水)･22日(水)

午前９時〜午後4時
ところ宇治市宇治若森

几相談は毎週火ヽ木曜日の10時116時宇治橋
〜通与分庁舎内で職業紹介︵無料￥行い拿Ｔ︒

Ii出

21火

交通事故巡回相談所
と

乳児相談（小倉公民館９時半〜11時）

20(月)

−

●心配ごと相談（社会福祉
協議会13時〜15時）
青少年相談（市民会館13
時〜16時）
移動消費生活相談（城南
荘集会所10時〜15時）
●法律相談（市民会館13時

●結婚相談（川東集会所13時〜15時）

19⑨

−

6(月)

血圧相談（城南荘集会所９時半〜11時）．

17i)

１人で悩まず、お気軽にご相談
を。（社会福祉協議会＝宇治橋通
り市役所分庁舎内・豊@
5 6 5 0）

27囲

●心配ごと相談（民生児童委貝）
よろず相談全般。
●法律相談（弁護士）
法律問題全般。
●結婚相談（専任相談貝）
登録・紹介。
●高齢者無料職業相談（京都府社
協・相談所貝）
高齢者の求人・求職など。
●年金相談(社会保険労務士）
年金全般。

28㈹
29困
30困
31i)
Ｓ

Ｘ

Ｉ

し尿収集日

市役所清掃課ＴＥＬ223141番

城南衛生管理組合
八幡市八幡沢ＴＥＬ075−631−5171〜3

から︶
すみよい環境をつくりましょう︵宇治市民憲章

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
121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
222西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部
3福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
4車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
220中村、南山畑、南山、南端、国鉄以西の正中・東中）
6車田、丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）、谷下り（国鉄以西）
7福角（国鉄以東）、折坂（国鉄以東）、平野、一番割、二番壽｜＝番割一部
五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）
8西浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）、南端（国鉄以東）
木幡（熊小路）五ヶ庄（雲雀島、谷前、西田、古川、北ノ庄、西河
9芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ）巾村（さつきヶＦ＾）
10南山（Ｂ）、金草原
原、壇ノ東、寺界道、野添、大林、梅林、，西321浦、新開、平野．折坂、福角、一・二・三番
11南山畑、北山畑、大瀬戸（国鉄以東）、巾村（国鉄以東）、東巾（国鉄以東）、北畠一部
13北畠、桧尾、平尾．須留
割、国鉄以西の芝ノ東）菟道（平町）
14花揃、赤塚、陣ノ内（国鉄以東）、御園，御蔵山、畑山田、北Ｍｍ、正中（国鉄以東）町並−一部
五ヶ庄（大八木島、上村、岡本．日皆田、一里塚、
15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）、陣ノ内（国鉄以西）、河原、徳水、柿ノ木町．16一丁
｀戸ノ内、京大宿舎）菟・道（平町を除く全域）
木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ12／117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、

622明星町（全域）
志津川（全域）宇治（山本、乙方．東内、又振、山田）
宇洽（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、
723池森、米阪、矢落、若森、国鉄以南の天神）白川（全域）
折居台（全域）
小倉町（奥畑）南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
824神明（全域）宇治（蛇塚、大谷、野神一部）

程表

17内畑西巾、巾村（国鉄以西）大瀬戸（国鉄以西）壇ノ東、丙浦熊小路、南端（国鉄以西）
18大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部
21笠取

白川・志津川・菟這・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
8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、西畏、寺山（国鉄以西）、9寺山（翠光園団

10対語町政謳ヽ尖山一部、丸山、一里山（府道以南、市道以東）．中島、
11東畏、一里山、桐生谷、開町、ｓ塚（心華寺通り以東）寫北一部
13小根尾、大開一部、尖山一部、宮東、宮西、宮北

琵琶台（全域）広野町（小根尾一部）

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）、14
壱番一部（宇治橋通り以北、宇治警察西側通り以西）

15下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川
開町（国道筋を除く全域）
16蓮華、乙方、東内、又振、山田紅斎白川令井戸山￡荷纒田＊．女招内睦日次測ｉｉ
925広野町（小根尾、大開、尖山．宮谷、中島、丸山）．西大久保府営住宅（ｌ〜20捷）

森本（国鉄以東）．段ノ上、藪里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋、17池山、谷下り

広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山．国道筋を除
く西裏・茶屋裏）
10・27大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、久保）
西大久保府営住宅（21〜32棟）

く年末年始の
安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中
特別収集のお知らせ〉
ノ荒、ウトロ、南山）1128開町（国道筋）
し尿の特別収集は12月23日か
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）
ら行います。くわしいことは市
大久保町（田原、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー部）
政だより12月21日号でお知らせ
宇治（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）1329
します。
井尻、中山、毛ｌｇ）
収集もれの場合は、必ずマン
小倉町（南浦、山際、京銀前から南京信前までの市道筋以南の西浦）
ホール（収集口）側から確認の上、
141／4伊勢田町（遊田、砂田）
翌日（日・祝日は次の日）に城南
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
衛生管理組合（ａ075−631−5171）
羽拍子町（国道筋）伊勢田町（北山、大谷、若林、

151／5までの市道筋以北の西浦）伊勢田町（南遊田）
棋島町（全域）

へご連絡ください。
（城南衛生管理組合）

161／ち小倉町（近鉄以東の新田島）宇洽（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）

小倉町・伊勢田町・棋鳥町・宇 台・羽拍子町地域
121老ノ木、久保、西山（国道以東）、蓮池
東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、222十一（大川原
3寺内．西浦
4−南堀池（本通以北）、南堀池（本通以南）
6南堀池（大和田巾）、堀池
南遊田、遊田、砂田、南山．ウトロ．毛語一部、中ノ荒、井尻．7中ノ田、名木、

8中山（近鉄以東）ヽ大谷ヽ西畑ヽ中畑ヽ春日森ヽ―ノ坪．島前ヽ大町、大川原中川原（大川
9中山（折鉄以西），手Ｉ吾若抹
10羽拍子町
11蛇塚弐番ぐ府道以北）、池森米阪
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（国道以西）、13神楽田（山巾含む）
14ｐノ内、矢落（国鉄以北）、若森（国鉄以北）．里尻（国鉄Ｊｉｌ北）、小桜

15東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまで）
16南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
17南浦（100〜110、84〜98、30〜33）、大尽団地、山際一部
18南浦、西浦一部、神楽田一部Ｃ近鉄以西）
山際、半白、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡貫．20郡、石橋（大川

128

