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山科区の推計人口○
総人口／13５，3７７人
男性／64，438人
女性／７0，939人
世帯数／58,408世帯

交通事故／759件︵⊖374︶
死者／4人（+1）
負傷者／948人︵⊖466︶
火災／21件︵✚11︶
救急／6,325件︵✚30︶

謹賀新年○

平成24年12月1日現在
（推計人口）

平成24年12月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比
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魅力あふれる山科のまちづくりに向けて○
　新年明けましておめでとうございます。
　区民の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　昨年は、第2期山科区基本計画において山科区の将来像として描いた
「心豊かな人と緑の〝きずな〟のまち山科」の実現に向け、新たに設置
した「山科区民まちづくり会議」で、区役所独自の予算・事業について
議論する仕組みを構築するなど、区民の皆様とともに計画を力強く推進
させることができました。
　また、区役所が、地域力を活かした区民の皆様の主体的なまちづくり
を支援する「山科〝きずな〟支援事業」を創設したところ、多くのご提
案をいただき、区民の皆様の地域に対する熱い思いに感動いたしました。
　さらに小金塚地域における公共交通の導入の検討に向けた交通社会
実験の実施や、地域の絆づくりの場としてどなたでも気軽に集える
「山科区フリースペース」の設置、「おこしやす〝やましな〟協議会」を
はじめとする皆様と一緒に、復興支援のため東日本大震災の被災地を
訪れたプロジェクトなど、区民の皆様とのパートナーシップの下、心に
残る大きな成果を挙げることができました。
　これらはひとえに区民の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心から
厚く御礼申し上げます。
　平成25年は、山科区の魅力をこれまで以上に広く発信できる仕掛け
を創出し、魅力あふれる山科区のまちづくりを進めてまいります。また、
「第2期山科区基本計画」に掲げる「環境」、「まちの魅力・観光」、「交通・
都市基盤」、「保健・福祉・子育て支援」、「地域のつながり」の5つの
基本施策の着実な推進に向け、区民の皆様とともに、全力で取り組んで
参りますので、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
　本年が皆様にとりまして、幸多き年となりますことを
心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつとさせて
いただきます。

平成25年1月　山科区長　石黒善治
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山科区役所の駐輪場について○
　駐輪場が整備され、機械式のラックが設置されました。来庁者の方は
原則無料でご利用いただけます。
　駐輪マナーを守り、誰もが気持ちよく利用できるよう、皆さまのご
理解とご協力をお願いします。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3065）

市・府民税、所得税の申告はお早めに○
申告期間　2月18日（月）～3月1５日（金）（土・日は除く）
■市・府民税の申告は区役所・支所へ
●対象／平成25年1月1日現在、市内在住で、24年中の所得金額が市・
府民税の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額の合計額を超える方。
ただし、次の方は、通常、申告は不要です。
○�平成24年分の所得税の確定申告をした方
○�平成24年中の所得が給与だけで、勤務先から給与支払報告書が提出さ
れている方　
■所得税の確定申告は税務署へ
●対象
①�事業所得や不動産所得等から算出される所得税額がある方
②�給与所得金額以外の金額が200,000円を超える方や、給与収入が
20,000,000円を超える方など
※所得税が戻る場合があります。
　給与所得者や公的年金等受給者で、①給与支払者や公的年金等支払者
へ届け出をされている以外に、社会保険料、生命保険料等の所得控除が
ある方、②多額の医療費を支払った方、③住宅ローンの融資を受けて
住宅を取得した方は、税務署へ所得税の確定申告書を提出すると、源泉
徴収された税金が還付されることがあります。
　なお、給与所得者の還付申告や公的年金収入のみの簡易な確定申告書
については、上記申告期間に、区市民税課市民税担当でも受け付けます。
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■公的年金等を受給されている方で
�公的年金等の収入金額（2箇所以上ある場合は、その合計額）が
4,000,000円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、
200,000円以下に該当する場合は、所得税の確定申告（提出・納税）が
不要です。（平成23年改正）
（注）上記の要件に該当する場合であっても、
○�所得税の還付を受けられる方は、確定申告書の提出が必要です。
○�所得税の申告が不要でも、市・府民税の申告が必要となる場合があります。
（詳しくはお住まいの区役所にお尋ねください。）
平成2５年度　市・府民税の主な変更点
■生命保険料控除の改正
　平成24年1月1日以降に契約された保険契約について、現行の「一般
生命」「個人年金」の他に、「介護医療」が新設され、各保険料控除の
適用限度額が28,000円となります。
　また、平成23年12月31日までに契約された保険契約は、現行の生命
保険料控除（「一般生命」「個人年金」の各保険料控除の適用限度額が
35,000円）が適用されます。
　なお、「一般生命」「個人年金」「介護医療」の各保険料控除を合わせた
合計適用限度額は現行どおり70,000円のままです。
■.認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の新設
　高い省エネ性能を有する住宅の普及を促進するため、住宅ローンを
利用して認定低炭素住宅を新築又は購入し居住の用に供した場合、認定
長期優良住宅と同様の住宅ローン控除が適用されることとなりました。
　なお、住民税では住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合
にのみ、その残額が翌年度の所得割から控除されます。

＊�その他、65歳以上で、一定の所得がある方の一部（65歳以上の方の約
1割）に適用していた減免（税額の2分の1を減額）を廃止しています。
平成25年度は、経過措置として、4分の1が減額されます。
　�※現在、65歳以上の方の約７割は市民税が課税されていませんが、
その場合は、負担はありません。詳しくは、下記へお問い合わせください。
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●問合せ先／区市民税課市民税担当（電話592-3113）、東山税務署（電話
561-1131）

確定申告のご相談はお近くの納税相談会場へ
　所得税の確定申告の期間は、3月15日（金）までです。税務署のほか、
次の会場で申告の相談なども行っていますので、ぜひご利用ください。
●問合せ先／東山税務署（電話561-1131）、東山納税協会（電話561-2098）
　なお、税務署へお電話の際は、電話番号をダイヤルした後に、音声
案内に従ってはじめに ｢2｣ を選択してください。東山税務署では、
土・日・祝日は相談を行っていません。

※相談受付の締め切り時間は、午後3時30分ですが、混雑の状況により
早めに受付を終了させていただく場合があります。
※各申告会場へお越しになる際には、電車・バス等の公共の交通機関を
ご利用ください。

東山税務署からのお知らせ
○平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
＜変更前＞現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方の
うち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が3,000,000円

名　称 開設期間 開設時間 場　所

広域申告センター
四条烏丸会場

2月24日（日）
3月3日（日）
（両日曜日に限り開設）

午前9時
～午後5時

池坊短期大学美心館
地階アッセンブリホール
・�地下鉄四条駅･阪急烏丸駅
　地下通路26番出口徒歩2分
・バス四条烏丸バス停前

注:同会場は、上記２日間以外は開催していませんので、ご注意ください。

サラリーマンや年
金受給者の方のた
めの還付申告会場

2月6日（水）
～8日（金）

午前10時
～正午

午後1時
～午後4時

東部文化会館第1･2会議室

2月13日（水）
～15日（金） 区2階大会議室

税理士による地区
相談会場

2月21日（木）
～22日（金） 東部文化会館第1･2会議室

2月26日（火）
～3月1日（金）

ラクトスポーツプラザ
（6階コミュニティルーム）
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を超える方です。
＜変更後＞事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う
すべての方です。問い合わせは各税務署へ.
●問合せ先／東山税務署（電話561-1131）

山科中央老人福祉センター
平成2５年度受講生募集○

●受講期間／平成25年4月～
平成26年3月末日までの1年間
●対象／市内在住の60歳以上
（平成25年4月1日現在）の方
●費用／無料（資料費などは
自己負担）
●申込期間／2月12日（火）～
3月2日（土）
●申込方法／所定の申込用紙
に記入のうえ、来所またはFAX
●その他／申込多数の場合は、
3月5日（火）に公開抽選を行い、
発表は3月7日（木）から3月
30日（土）までセンター内に
掲示します。
●問合せ先／山科中央老人
福祉センター（電話501-0242、
FAX501-0340）

教室名 実施日時 定.員

ウクレレ教室 第1・3週火曜日
13：30～15：30 20名

健康ダンス 第1・3週水曜日
13：30～15：30 35名

パッチワーク教室 第1・3週金曜日
13：30～15：30 20名

コーラス教室 第2・4週月曜日
12：30～14：00 40名

編物教室 第2・4週火曜日
13：30～15：30 15名

絵手紙教室 第2・4週火曜日
13：00～15：00 20名

ちぎり絵教室 第2・4週水曜日
13：30～15：30 15名

健康マージャン教室 第2・4週木曜日
15：00～17：00 16名

民謡教室 第1・3週火曜日
13：30～15：00 20名

健康教室
【太極拳】

第1～4金曜日
①10：00～11：00
②11：15～12：15

①・②
各30名

健康教室
【ストレッチ体操】

第1・3土曜日
①10：00～10：50
②11：00～11：50

①・②
各30名
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放火による火災を防ぐために○
　市内において放火による火災は、常に火災原因
の上位を占めています。
　では、なぜ放火による火災が多いのでしょうか。
それは、放火されやすい環境を知らず知らずの間に作り出してしまっ
ていることが一番の原因です。今回は、市民のみなさんの安全な生活
を守るために、放火による火災を防ぐ取り組みをお伝えします。
①家の周りには燃えやすいものを置かないようにしましょう。
　ごみや新聞、段ボール等を収集日の前日から、家の前に置いていて、
放火されたという事案が多く発生していることから、できるだけ燃え
やすいものは外に置かないようにし、ごみ等は、収集日に出すように
しましょう。
②夜間、建物の周囲や駐車場は、照明を点灯して明るくしましょう。
　放火による火災は、夜の11時ごろから早朝にかけて、人目に付きにくい
死角となる場所で多く発生していることから、玄関や駐車場には人に
反応して点灯するセンサーライトや照明を設置して死角をできるだけ
作らないようにしましょう。
③空き家、物置にはカギをかけましょう。
　人の出入りが少ない空き家や物置は放火犯に非常に狙われやすい
ので、しっかりと施錠して、管理するようにしましょう。
④車やバイクのボディカバーは、燃えにくいものを使いましょう。
　駐車場に駐車していた乗用車のボディカバーに火をつけられる事案も
多く発生していることから、防炎表示がついた防炎製品を使いましょう。
⑤地域ぐるみで放火防止に取り組みましょう。
　各家庭での対策も放火を防ぐ有効な手段ですが、町内で夜間パトロール
を実施する等、地域ぐるみでの�取り組みは放火による火災を防ぐ
ために、非常に効果的です。放火されない環境を作るだけでなく、
放火させない環境をみなさんで作りましょう。�
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）
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情報掲示板

京都市市政情報総合案内コールセンター
「京都いつでもコール」○
年中無休　午前8時～午後9時
電話661-3７５５　FAX661-５8５５
電子メール（次のホームページから送信できます）
パソコンhttp://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話�http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

申請・手続き

1月31日（木）は、市・府民税第4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、便利で確実な口座振替をご利用ください。
問合せ先　課税内容／区市民税課市民税担当（電話592-3113）、納付相談
／区納税課（電話592-3310）、口座振替／市納税推進課（電話213-5466）
■2月と3月は市税の「滞納整理強化期間」です！
―市の発展支えるあなたの市税―
　2月、3月の2箇月間を市税の「滞納整理強化期間」として、昼間
や平日に不在の方を対象に、夜間・休日の納税催告などを実施します。
　また、納付に誠意がみられず、納付が進まない滞納者に対しては、
法令上の規定に基づき徹底した財産（預貯金、給与、生命保険、不動産、
動産等）の差押えを行います。更に、差し押さえた財産のうち公売
可能なものについては、公売を実施し、滞納市税の徴収に努めます。
　特別な事情があって市税の納付が困難な場合は、お早めにご相談
ください。
問合せ先　区納税課（電話592-3310）
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■京都市国民健康保険からのお知らせ
　介護保険適用除外施設に入所（または退所）された時は、14日以
内に届出が必要です。
　京都市国民健康保険など医療保険に加入している40～64歳までの
方は、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者
がおられる世帯の国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者
支援分保険料に介護分保険料を加えた金額となります。
　しかし、介護保険適用除外施設に入所中の方は、介護保険の被保
険者となりませんので、入所中は介護分保険料がかかりません。
　京都市国民健康保険に加入中の40～64歳までの方が介護保険適用
除外施設に入所または施設から退所された場合には、14日以内に
必ず区保険年金課へお届けください。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
■後期高齢者医療制度、国民健康保険、介護保険からのお知らせ
―高額医療・高額介護合算療養費制度の受付を行っています―
　この制度は7月31日現在で加入している医療保険を基準として、
医療と介護の両方の制度を利用している場合に、それぞれの負担額
を合算して、一年間（毎年8月から翌年7月まで）に掛かった負担額
のうち、限度額を超えた額をお返しする制度です（該当の方には
順次案内を送付します）。
　手続きについては、7月31日に加入されていた医療保険・介護保険
のそれぞれで行う必要がありますのでご注意ください。ただし、
後期高齢者医療にご加入の方は保険年金課のみで受付できます。
問合せ先　京都市国保・後期高齢者医療加入者：区保険年金課保険
給付・年金担当（電話592-3109）介護保険について：区福祉介護課介
護保険担当（電話592-3290）社会保険等にご加入の方は、ご加入先の
医療保険で行ってください。　
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相談

■無料法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）13：15～15：15。場所　区第2会議室。
定員　15名。申込方法　当日8：30から整理券配布。先着順。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
■無料行政相談
日時　2月14日（木）13：30～16：00。場所　区第2会議室。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
■行政書士による市民困りごと無料相談
日時　2月19日（火）14：00～16：00。場所　区第2会議室。
問合せ先　京都府行政書士会第6支部事務局（電話583-3230）
■司法書士による相続登記に関する無料法律相談
日時　2月1日（金）13：00～16：00。場所　区大会議室。申込方法　不要。
問合せ先　消費生活総合センター（電話256-1110、FAX256-0801）

イベント・講座

■山科図書館（電話５81-0５03）
※開館時間/10：00～19：30（土･日･祝は～17：00）。休館日/火曜日
（祝日の場合翌平日）と第2･4水曜日。
図書館システム機器更新に伴う臨時休館/1月29日（火）～2月7日（木）。
おたのしみ会
日時　1月26日（土）11：00～。
・山科かるた
・おりがみと絵本の読み聞かせ
よんでよんで赤ちゃんの会
日時　2月18日（月）11：00～。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
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テーマ図書の展示と貸し出し
2月　一般書　「絵本」
����　えほん　「どうぶつ」
絵の展示（幼児コーナー）
2・3月は東山幼稚園児の作品。
■移動図書館「こじか号」巡回（電話801-4196）
1月21日（月）
10：00～10：50　場所　西野山分譲集会所前
11：10～11：40　場所　山階南小
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小
1月23日（水）　
10：00～10：40　場所　大塚小
11：00～11：40　場所　大宅小

■ ｢マンドリンと葦（よし）笛　マチネーコンサート2013｣
｢日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル｣ による無料公演
日時　1月27日（日）14：00～16：00。定員　550名。費用　無料。
申込方法　不要。
場所・問合せ先　東部文化会館（椥辻西浦町1-8。電話502-1012）
■地域子育て相談事業
「アロハ～　親子でフラダンス」
日時　1月30日（水）14：00～。場所　アヴェ・マリア幼稚園（御陵中筋町3）
対象　1歳半～未就園児。費用　200円（おやつあり）。必要なもの　
上靴（あれば）、動きやすい服装。
問合せ先　アヴェ・マリア幼稚園（電話592-6404）
■食育セミナー「乾物クッキング」
日時　2月6日（水）10：00～12：30。場所　区栄養室。対象　18歳以上
の区民。定員　24名。費用　500円。必要なもの　エプロン、三角巾、
手ふきタオル。申込方法　1月21日（月）から電話または窓口。先着順。
問合せ先　区保健センター成人保健・医療担当（電話592-3477）
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募集

■山科青少年活動センター.（電話５93-4911、FAX５93-4916）
やましな中3勉強会サポーター急募！
　いよいよ中学3年生が高校受験の時期を迎えます。中学生に勉強を
教えてくれる方を募集しています。
日時　毎週金曜日および月曜日17：00～21：00。費用　1回あたり交通費
440円支給。場所　当センター。対象　大学生・大学院生。
■山科区社会福祉協議会（電話５93-1294、FAX５94-0294）
知的ハンディのある人たちを支えるボランティア入門講座
　身近に住んでおられる知的ハンディのある方たちのお手伝いをして
みませんか？知的ハンディについて理解するため、講義1回、体験2回、
まとめ1回を行います。
日時　2月16日（土）14：00～16：30。体験：2月17日（日）～3月15日（金）
の期間中の都合の良い2回。まとめと交流会3月16日（土）。場所　山科
総合福祉会館（西野大手先町2-1）。対象　ボランティア活動に興味
のある方。定員　30名。費用　無料（活動中の実費負担あり）。申込方
法2月15日（金）までに電話、FAX�。

案内

■献血
日時　1月31日（木）10：00～11：30と12：30～16：00。場所　グルメシティ
ヒカリ屋駐車場。
問合せ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

山科老人福祉センター
平成2５年度初心者レッスン受講生募集○

●受講期間／平成25年4月～平成26年3月の1年間
●対象／市内在住の60歳以上（平成25年4月1日現在）の方
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●費用／無料（資料費などは自己負担）
●申込期間／2月1日（金）～2月14日（木）
●申込方法／本人が直接来所し、所定の申込用紙に記入のうえ、提出。
●その他／申込多数の場合は、2月16日（土）午前10時から公開
抽選を行い、発表は午後1時からセンター内に掲示します。
●問合せ先／山科老人福祉センター（電話501-1630）
募集教室

すべての人に温かいまちづくりに向けて話し合いませんか
平成24年度　山科区の地域福祉を考える集い○

～居場所づくりと見守り活動から、地域の絆と福祉のまちづくりへ～
●日時／平成25年2月26日（火）午後1時30分～4時（開場午後1時）
●場所／山科区役所2階　大会議室
●内容／実践報告　「居場所づくり」の取組について
　　　　活動交流　小グループに分かれて情報交換・交流
　　　　全体報告　参加者からの提案・質疑・意見交換
●対象／興味関心のある方は、どなたでもご参加ください。
●参加費／無料　●定員／100名
●申込方法／平成25年2月8日（金）までに、代表者名、参加人数、
現在活動中の団体名または興味のある活動、連絡先を御記入のうえ、
下記の問合せ先のいずれかへFAXしてください。
●問合せ先／
�山科区社会福祉協議会（電話593-1294、FAX594-0294）�
区支援課（電話592-3247、FAX594-2181）

教室名 実施日時 定.員

書道 毎週木曜日　　 　10：00～11：00 30名

健康ダンス 第1・3週木曜日　��13：30～15：30 35名

絵手紙 第2・4週火曜日　��10：00～12：00 20名

3Ｂ体操 第1・3週金曜日　 ��9：30～10：30 30名
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京都市都市緑化推進功労者表彰を受賞○
　昨年10月13日（土）区内の
緑化活動を積極的に行い、緑豊
かな潤いのあるまちづくりに
尽力されたことに対し、小野学区
自治連合会とふれあい“やましな”
実行委員会（山科区フラワー
ロード推進事業）が、梅小路公園「緑の館」で行われた表彰式で感謝
状を授与されました。

小野学区自治連合会
　小野小学校グラウンド東側や「名神高速
道路起工の地」の花壇、地下鉄小野駅～
勧修寺間の歩道脇の植樹枡の花の手入れや
水やりなど地域を挙げて取り組まれています。
　定期的に行われる花の植え替えには、
多くの方が参加され、色鮮やかな花でまちも
美しくなり、地域の絆もより一層深まって
います。

ふれあい“やましな”実行委員会（山科区フラワーロード推進事業）
　山科区を花いっぱいで美しいまちに
するため、花と緑のまちづくりサポーター
（区民ボランティア）の皆様や区内事業者、
行政が協働で、区役所、東部文化会館、JR
山科駅前の各花壇に花を植栽しています。
　昨年11月15日に区役所前花壇に植栽した
葉牡丹は、サポーターの皆様が種から大事に育てたもので、来訪され
る方の目を和ませています。
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　花と緑のまちづくりサポーターは随時募集していますので、ぜひ
ご参加ください。
●対象／区内に在住または通勤・通学の方
●申込方法／はがきかFAX、または来所　※はがき、FAXでの申込の
場合は、氏名・郵便番号・電話番号・FAX番号（あれば）をご記入
ください。
●申込・問合せ先／〒607-8511（住所不要）山科区役所地域力推進室
まちづくり推進担当「花と緑のまちづくりサポーター」係までお願い
します。（電話592-3088、FAX502-8881）

第4回京都・やましな観光ウィーク　　　　　　　　　○
恋と絆のまち「京都・やましな」開催！
　昨年11月16、17日、山科の勧修寺と隨心
院を舞台に、多彩なイベントが開催されま
した。特に2日目は、あいにくの雨模様でし
たが、訪れた方は、紅葉のライトアップや、
清水焼の陶灯路の灯りが創る幻想的な雰囲気を楽しんでおられました。
　今回は、両寺院での講演会やコンサートのほか、新たに婚活イベント、
被災地支援キャラバン隊の活動報告展や人力車に乗っての記念撮影
などを行い、多くの方々に来場いただきました。
今後も区民をはじめ多くの観光客に山科の良さを知っていただきたい
と思っています。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

ふれあい“やましな”　　　　○
2012区民まつり.11月23日
　「エコ・やましな」をテーマにしたこの
まつりでは、ごみの分別やリユース食器
の利用なども定着し、来場された方々の
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意識が年々高まっていることが感じられます。
　朝方まで降り続いた雨のため、グラウンド内には大きな水たまりが
ありましたが、従事者の皆さんのご協力で水をくみ出し、砂を入れて、
開会することができました。
　舞台では、ダンスや太鼓演奏などが行われ、ふわふわやミニSLの
お楽しみコーナーや模擬店など子どもからお年寄りまでたくさんの
方が楽しまれた一日となりました。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

「第9回山科夢舞台」を開催　入場無料○
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　今年も、恒例となりました山科
夢舞台。今回は「パズル山科、
きずなのピースを集めよう！」を
テーマにくり広げられます。
　地域の中学・高校生や大学生た
ちのグループが、吹奏楽やヒップホップダンスに出場し、躍動感ある
舞台が展開されます。また、地域で活動されている方々もご紹介致し
ます。
　たくさんの方のお越しを、お待ちしています。
●日時／2月3日（日）午前10時～午後5時（開場／9時30分）12時～13
時は休憩タイム
●場所／東部文化会館
●申込み／不要
●問合せ先／
（社）山科経済同友会：山科夢舞台実行委員会（電話501-1818）
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市チャンピオン大会（女子バレーボール）○
　昨年の11月18日に、ハンナリーズアリーナ等
で開催された同大会に、山科区からは、9月に
開催した「山科区民チャンピオン大会」で
優勝した百々チームと、準優勝した鏡山チーム
が出場しました。百々チームは、市大会の
常勝チームである伏見区の羽束師学区と、
鏡山チームは上京区の室町学区と対戦し、熱戦の末惜しくも両チームと
も敗れました。
　日ごろの練習で培われたチームワークの良さが光る両チームの今後
の活躍が期待されます。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

第2回　グラウンドゴルフ大会○
　昨年11月25日、山科13学区少年補導
委員会主催の第2回グラウンドゴルフ
大会が山科中央公園で開催され、区内
の小学校から20チームが参加し、地域
の方々や他の学区の子どもたちとの
交流を深めました。
優勝 百々Aチーム
準優勝 大宅Bチーム
3位 百々Bチーム
4位 大宅Aチーム
5位 小野Aチーム
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）


