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山科区の平成23年度から今後10

年間のまちづくりの指針である

「第２期山科区基本計画」を区民

の皆様との「共汗・協働」により

着実に推進していくため、「第２

期山科区基本計画推進会議」を設

置し、第１回目の会議を開催しま

す。会議は傍聴していただけます。

●日時／11月７日（月）午前10時～

正午

●場所／区大会議室

●委員構成／学識経験者、地域で

活動されている各種団体から推薦

☆健康づくりサポーターとは・・・
保健センターのスタッフと一緒に、また自主的に、健康づくりに関
する経験や知識を活かした活動を行うボランティアです。
山科健康づくりサポーターの通称は「キャットハンズ」です。
＜活動内容＞
保健センターで実施する健康教室でスタッフと一緒に企画や運営を
行っています。６月に実施した「山科ウォーカーズ」（ウォーキング
の教室）では、コースの設定・下見などを行い、参加者と一緒になっ
て楽しまれていました。その他、キャットハンズの自主的な活動とし
て、月１回山科区内をウォーキングしています。

養成講座を受講された方は「山科健康づくりサポーター」　　として活

動していただけます。健康づくりの始めの一歩として、あなたも一緒に

できることからやってみませんか？

●日時・内容

●対象／区内在住の方で以下に該当する方ならどなたでもＯＫ！

・健康づくりに興味のある方

・健康的な生活を続けたい方

・仲間と一緒に何かやってみたい方

・社会や地域に何か役に立つことをしてみたい方

●場所／区大会議室（３回目のみ第３会議室）

●定員／20名（先着順）　●申込方法／10月18日（火）から電話。

●申込・問合せ先／区健康づくり推進課　成人保健・医療担当（☎592-3477）

「狂犬病予防法」により、生後

91日以上の犬には、生涯１回の登

録と毎年１回の狂犬病予防注射が

義務付けられています。

まだお済みでなければ、動物病

院で予防注射を受け、保健セン

ターで手続きを行ってください。

交付された登録鑑札と注射済票は

された方々、まちづくりへの関心

が高い区民公募委員など総勢約40

名。

●内容／第２期山科区基本計画に

基づく取組の実行計画等

●定員／10名。傍聴希望者は、当

日午前９時30分～９時50分までの

間に、会場受付までお越しくださ

い。なお、傍聴希望者が10人を超

える場合は、抽選をします。

●問合せ先／区総務課企画広報担

当（☎592-3066）

迷子札にもなりますので、必ず首

輪に着けましょう。

なお、（社）京都市獣医師会会員

の動物病院では、登録鑑札と注射

済票の交付も合わせて行っていま

す。

●問合せ先／区衛生課（☎592-

3489）

「第２期山科区基本計画推進会議」を開催します！

山科健康づくりサポーター養成講座 開講！

犬の登録と狂犬病予防注射は
お済みですか？

山科区において保健衛生及び環

境保全の普及啓発を図ることを目

的として毎年開催しています健康

環境フォーラム。今年度は『環境』

をテーマに実施します。

今年は東日本大震災が発生した

状況の中で、もう一度、環境にい

いことって何だろう？をテーマに環

境について皆様と一緒に考えます。

●日時／11月17日（木）午後２時～４時

●会場／京都市生涯学習センター

山科（アスニー山科）　地下鉄「山

科」駅前ラクト山科Ｃ棟２階 

● 内容／①基調講演　京都大学環

今、日本社会は、環境に配慮した

ライフスタイルが求められています。

今後、山科区民の皆様に、より

一層省エネ活動の輪を広げていた

だくため、今年度もエコ川柳を募

集します。

●募集内容／「節電」「節約」「省

エネ」に関することをテーマにし

た作品

●募集期間／11月30日（水）締め切

り

●応募資格／区内在住または在勤

相続、登記、税金、年金、交通

など様々なお悩みについて、

法務局や、警察署、税理

士、行政相談委員などが

お答えします。

境科学センター　浅利美鈴助教

授『DO YOU KYOTO? 環境にいい

ことしていますか？』

② 市政報告　『資源物回収品目の

拡大について』

③ 地域活動報告　山科区地域女性

連合会 『空き缶プルタブで車い

すを！』

会場にて山科区での環境活動の

取組や、ごみ減量の啓発パネル展

示を行います。

●定員／200名　●費用／無料

●問合せ先／山科エコまちステー

ション（☎366-0184）

の方(応募は、自作の未発表に限る)

●応募方法／応募川柳、氏名、住

所、電話番号をご記入のうえ①

FAX②郵便③持参のいずれかでご

応募ください。

●結果発表／優秀作を決定し入賞

者に直接通知いたします (賞状及

び副賞を贈呈します)。

●問合せ先／〒607-8168京都市山

科区椥 池尻町14-2

山科エコまちステーション

（☎366-0184、FAX366-1377）

●日時／11月10日（木）　

  午後１時～３時30分

●場所／区大会議室

●問合せ先／総務省京都行政評価

事務所（☎211-1100）

■家屋の新増築または滅失並びに土
地の用途変更等について
固定資産税は、家屋及び土地の状

況に応じて課税しています。家屋を

新築及び増築または取り壊した場合

や、土地の利用方法を変更した場合

などには、翌年度の固定資産税が変

更されることがあります。そのよう

な場合は、物件の所在する区役所ま

たは支所の固定資産税担当課までご

連絡くださいますようお願いしま

す。 区固定資産税課（☎592-3165）

■来年４月に小学校へ入学する新１
年生の保護者の方へ
来年４月に小学校に入学の方は、

平成17年４月２日～平成18年４月１

日に生まれた児童です。「入学届」

の用紙を10月24日(月)頃に区役所か

ら郵送しますので、11月４日（金）

までに指定の学校へ提出してくださ

い。入学届が届かない場合は区市民

窓口課へ問い合わせください。

なお、来年、中学校へ入学される

方の入学手続などは来年１月です。

指定の学校、市教委調査課(☎

222-3772)、区市民窓口課記録担当

(☎592-3093) 

■平成24年度保育所及び昼間里親
入所申込書の配布について
来年４月からの保育所への入所を

希望される方は、入所申込書を11月

上旬から福祉事務所及び保育所（園）

でお渡しします。

また、保育を必要とする生後57日

目～３歳未満児を対象とする昼間里

親も受け付けます。入所申込書の配

布は、11月上旬から福祉事務所及び

各昼間里親でお渡しします。 保育

課(☎251-2390)、区支援課支援第一

担当（☎592-3247）

■国民健康保険の被保険者証（保険
証）を更新します
現在お持ちの保険証は、11月30日

で有効期限が切れますので、12月１

日以降は使用できません。新しい保

険証は、11月中頃までに簡易書留郵

便などでお届けします。新しい保険

証は一人１枚のカード様式になって

おりますので、ご注意ください。古

い保険証は細かくきざんで処分して

いただくか、区保険年金課までお返

しください。新しい保険証が届きま

したら、保険証の記載内容に誤りが

ないか、他の保険に加入した方や住

所を変更した方の届出を忘れていな

いかなどを確認してください。 区

保険年金課資格担当（☎592-3105）

｢保険料を滞納していると…｣
災害その他の特別な事情がなく保

険料を滞納していると、有効期限を

短縮した保険証の交付、資格証明書

（一旦医療費全額をお支払いいただ

きます）の交付、財産の差押えを行

います。保険料の滞納がある場合は

至急納付してください。また、保険

料を納付することが困難な事情があ

る場合は、すぐに区保険年金課まで

ご相談ください。 区保険年金課徴

収推進担当(☎592-3107）

■無料法律相談
毎週水曜日13:30～15:30。 区第

２会議室。 15名。 当日8:30から

整理券配布。先着順。 区まちづく

り推進課（☎592-3088）

■行政書士の市民困りごと相談会
11月15日（火)14:00～16:00。 区

第２会議室。 京都府行政書士会第

６支部事務局（☎583-3230）

■山科図書館（☎581-0503）
おたのしみ会
10月22日（土）11:00～。

　「大型絵本の読み聞かせ」
よんでよんで赤ちゃんの会
11月７日（月）11:00～。

　「赤ちゃん絵本の読み聞かせ」
テーマ図書の展示と貸出

11月　一般書　「中高年」

    　えほん　「たべもの」

絵の展示（幼児コーナー）
10・11月は山科幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
10月24日（月）
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

10月26日（水）　
10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

■地域子育て相談事業
ひよこ「クリスマス飾りを作ろう！」
11月９日（水）14:00～。 アヴェ・

マリア幼稚園（御陵中筋町３） １歳

６カ月～未就園児。 200円（おやつ

あり）。 上靴（あれば） アヴェ・

マリア幼稚園（☎592-6404）

■東部みんなの作品展
～イースト・ハート・ギャラリー～
当会館で創作文化教室を行ってい

る団体のフラワーアレンジメント、

絵画、書道、写真、ちぎり絵などの

作品を展示します。体験コーナーも

有（有料)。 11月５日（土）13:00～

18:00。11月６日（日）10:00～16:00。

東部文化会館。 無料。 不要。

東部文化会館(☎502-1012)

■マンドリン＆コーラスオータムコ
ンサート2011
「日吉ヶ丘ギターマンドリンアン

サンブル」とコーラス団体「早蕨（さ

わらび）」が共演します。

11月６日（日）14:00～16:00

☆第７回コーラス・フェスティバル
in山科・醍醐～笑顔あふれる歌声の
まち～
山科・醍醐地域を拠点に活動する

コーラス団体による合同演奏会です。

11月13日（日）13:00～16:00　※

いずれも 東部文化会館（椥 西浦

町１- ８）。 550名。 無料。 不

要。 東部文化会館(☎502-1012）

■京都橘大学「たちばな健康相談」　
「橘祭」（大学祭）の参加企画とし

て健康に関する相談や身体計測、血

圧・骨密度の測定、味覚チェックを

行います。お子さん同行可。

10月23日（日）10:00～15:00。

京都橘大学。 無料。 京都橘大学

（☎574-4186）

■歯のひろば
～健口体操で生き生き笑顔～
歯の健康相談・歯みがき指導・

フッ化物洗口・食育コーナー・試し

てみよう（咬合力・口臭度・歯周病

テスト・噛むカムチェック）。シニ

ア向け健口体操〈15:30～〉。人形劇

（１回目15:00～、２回目16:00～）。

10月29日（土）14:30～16:30。

市生涯学習総合センター山科「アス

ニー山科」。 無料。

■第78回糖尿病療養指導の会
｢うす味でおいしい献立｣ の調理

実習と試食。「糖尿病と脳の病気に

ついて」木村透医師（洛和会みささぎ

病院院長）の講演会。 10月20日

(木)14:00～16:00。 区大会議室及

び調理室。 無料。 山糖会事務所

（☎592-2323）

■京都薬科大学一般公開講座
「健康と薬」をテーマに中田徹男

教授による講演を行います。健康・

薬に関する相談コーナーも開設しま

す。 11月12日（土）13:00～16:30。

京都薬科大学。 無料。 京都薬

科大学（☎595-4608）

■山科区社会福祉協議会
（☎593-1294、FAX594-0294、
E-mail:fukusi08＠mediawars.ne.jp）
「第17回山科社会福祉大会」

区内の福祉の発展にご功労いただ

いた方へ顕彰と、災害に関するシン

ポジウムを行います。 11月12日（土）

14:00～16:30（式典/14:00～14:55、

シンポジウム/15:10～16:30）。 東

部文化会館。 無料。 ハガキ又は

FAX。詳細ついては電話にてお問合

せください（☎593-1294）。

■山科中央老人福祉センター
（☎501-0242）
「山科文化祭」

山科中央老人福祉センターで活動

されている、同好会の皆様の作品展

示・発表会です。

作品展： 10月28日（金）～11月２日

（水）9:00～16:30

（ただし、10月28日12:30～16:30、11

月２日9:00～12:30、10月30日閉所）。

舞台発表： 11月5日（土）13:00～

16:00（予定）。いずれも 山科総合

福祉会館２階。 無料。 不要。

■山科青少年活動センター
（☎593-4911、FAX593-4916、
E-mail:yamashina＠ys-kyoto.org、
URL:hppt://www.ys-kyouto.org/
yamashina）
「やませいへイコ」参加者募集

お菓子作りや、もの作り、スポー

ツや公園で遊ぶプログラムをしてい

ます。

①「バルーンアート」

10月22日（土）14:00～16:00。

②「バドミントン大会」

11月12日（土）14:00～16:00。①・

②とも 当センター。 市内在住ま

たは通学している中学生～30歳の青

少年。 無料。 電話、FAX、E-mail

（当日でも可）。 

 京躍華「  

教室」

京都で生まれたオリジナルの踊り

を体験してみませんか？

10月22日（土）15:00～17:00。

当センター。 市内在住または通

学・通勤している方。 無料。

「やませいまつり」ボランティア募集
11月６日（日）の「やませいまつり」

でステージや模擬店のお手伝いをし

てくれる方を募集します。 当セン

ター。 市内在住または通学・通勤

している方。 電話、FAX、E-mail。

10月21日（金）締切り。

「やませいギャラリー」出展者募集！
当センターのロビーギャラリーで

写真や絵などの作品を展示しません

か。パネル５枚（幅:1.2ｍ×高さ：

1.8ｍ）分の展示スペースがありま

す。 11月10日（木）～11月22日（火）

(搬入日・搬出日含む) 。 当セン

ターロビーギャラリー。 青少年（中

学生～30歳）・青少年育成団体は無

料、それ以外の方は5,000円。 電

話、FAX、E-mail。

■献血会
献血にご協力ください。

10月20日（木）。 山科駅前広場東

側。 11月10日（木）。 鏡山小学校。

※いずれも10:00～11:30と12:30～

16:00。 区健康づくり推進課管理

担当(☎592-3474)

◀山科区政治・文化セミナー▶
本年度は、京都府立大学大学

院生命環境科学研究科教授であ

る大谷貴美子氏による「"おいし

そう"から始まる食育」という

テーマで講演を行います。

10月25日（火）14:00～（受付／

13:30～）。 区大会議室。 不要。

区選挙管理委員会（☎592-3066）

日　時 内　容

1回目 11月18日（金）
13:30～15:30

・山科健康づくりサポーターとは
・サポーター活動体験談、交流会

2 回目 12月２日（金）
13:30～15:30 ・運動の話と運動実技（講師：健康運動指導士）

3 回目 12月９日（金）
13:30～15:30

・グループワークなど
・山科健康づくりサポーター認定証の交付

全国地域安全運動実施中（10月20日まで）

みんなでつくろう安全・安心のまち

秋のつるべ落とし
日の入りの時間が早くなりました。車や自転車などドラ

イバーの皆様は、早めにライトを点灯させましょう！

　また、歩行者の皆様は、反射材を活用し、目立つよう

にしましょう！

●問合せ先／山科警察署（☎575-0110）

自転車・オートバイ盗の防止にはワイヤーロックやＵ字型ロックなど

ツーロック以上が効果的です！自分自身で防御しましょう！

あなたの乗り物大丈夫ですか？鍵はかけていますか？

■10月31日は、市・府民税第３
期分の納期限です。
●納期限を過ぎますと、延滞金

がかかることがありますので、

ご注意ください。

●市税の納付には、便利な口座

振替をご利用ください。 課税内

容：区市民税課市民税担当（☎

592-3113)納付相談：納税課（☎

592-3310）口座振替：市納税推進

課（☎213-5466）

滞納市税の一掃を目指して！
11･12月は「滞納整理強化期間」
です。
期間中、昼間や平日に不在の

方を対象に、夜間・休日の納税

の催告などを行います。

区納税課収納担当（☎592-3310）
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あなたのパワーを
活かして
みませんか？

無料

やましな健康・環境フォーラム
～参加者募集～

第9回

エコ川柳を募集します

環境にいいこと
していますか？

行政相談　住みよい山科 暮らしの一日合同行政相談所
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