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山科区の推計人口○
総人口／135,339人
男性／64,417人
女性／70,922人
世帯数／58,423世帯

交通事故／19件（+2）
死者／0人（−1）
負傷者／23人（+3）
火災／1件（−1）
救急／307件（+13）

第11回 やましな栄誉賞○
　やましな栄誉賞は、スポーツ、文化及び
産業の各分野において活躍され、全国的に
「山科区」の存在をアピールすることに
功績のあった方を山科区民の総意として
表彰するものです。
　第11回となる「やましな栄誉賞」には、
スポーツ（ゴルフ）の分野で活躍中の永井
奈都（ながいなつ）さんが選ばれました。
　永井さんは、山科区内で生まれ育ち、9歳からゴルフを始められ高校
2年生で史上最年少の関西女子アマ優勝をはじめ、関西タイトル3階級
制覇を達成されるなどアマチュアで活躍されました。
　その後、立命館大学在学中にプロテストに合格され、「現役女子大生
プロ」として話題になり、昨年9月に行われた「マンシングウェアレデ
ィース東海クラシック」において優勝されるなど、スポーツ（ゴルフ）
の分野において、輝かしい実績を残されています。これらの功績と活躍
がやましな栄誉賞選考委員会で高く評価されたものです。
永井さんには、賞状のほか、記念のオブジェが贈呈されます。

平成25年1月1日現在
（推計人口）

平成25年1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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略　歴
・1998年	 関西女子アマ　優勝
・1999年	 関西ジュニア　優勝
・2000年	 関西女子学生　優勝
・2002年	 プロテストに合格
・2008年	 樋口久子IDC大塚家具レディス　5位
・2009年	 ニチレイPGMレディス　6位
・2011年	 樋口久子森永製菓ウィダーレディス　6位
・2012年	 マンシングウェアレディース東海クラシック　優勝
表彰式
・日時　2月24日（日）　午前11時から
・場所　東部文化会館ホール（京都市山科区椥辻西浦町）
※区民ふれあい文化祭「区民芸能フェア」の冒頭で実施
●問合せ先／やましな栄誉賞委員会事務局　
　　　　　　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

やましな栄誉賞記念オブジェ
清水焼　紫紅彩赤富士花瓶（しこうさいあかふじかびん）
　この度は、第11回やましな栄誉賞ご受賞誠におめでとうございます。
　永井さんの日々の努力が報われ、昨年は初優勝の栄冠を勝ち取られ
ました。今後は、日本の女子プロゴルフの頂点を目指して活躍されます
ことを願い、日本の象徴富士山が朝日に染まる赤富士をイメージして
制作いたしました。
オブジェ作者　谷口　正典（たにぐちまさのり）氏
昭和29年　京都市生まれ
清水焼団地協同組合副理事長
日本橋三越本店にて平成14、17年に個展を開催
第33回日本新工芸展審査委員、日展会友、日本新工芸家連盟評議員

プロゴルファー

永
ながい
井奈

な つ
都さん
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ふれあい“やましな”2013
区民ふれあい文化祭を開催○

2月24日（日）入場無料
場所／東部文化会館（椥辻西浦町）
　文化芸術に関わる区民の皆さんの、
日ごろの活動の成果を発表していた
だく場として、「区民ふれあい文化
祭」を開催します。
区民ギャラリー
●時間／午前10時～午後5時
　区民の皆さんの絵画・書道・写真・リサイクルアートを展示します。
　心のこもった力作です。どうぞご覧ください。
区民芸能フェア
●時間／午前10時30分～午後5時ごろ
　区民の皆さんが、ダンス・演奏・舞踊など様々な演目を披露します。
お茶席／1席200円
●時間／午前10時30分～午後4時
　区民ふれあい文化祭の開催中、会場内にお茶席を設けます。
　（先着200名限定。なくなり次第終了）
●問合せ先／ふれあい“やましな”実行委員会事務局：
　　　　　　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

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、皆さんの
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）
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入学・入社・転勤・・・引越しの季節に
日曜日にも区役所・支所で転入・転出等の手続きがで○

きます
3月24日、31日、4月7日
～住民票の写し等は、ターミナル証明書発行コーナーもご利用いただけ
ます～
【開所時間】
午前9時～正午（※出張所は開所しません）
【取扱業務】

※その他の窓口では業務は行っておりませんのでご注意ください。
※一部取り扱えない業務(税関係証明書の発行など)もあります。
※上記取扱業務でも、他機関が閉庁している等の理由で、その場で対応
できないこともありますのでご了承ください。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3065）　	
　　　　　　区市民窓口課（電話592-3094）

◆住民票の写し、印鑑登録証明書等は、市内主要5駅(地下鉄四条・竹田・
山科・北大路各駅、阪急桂駅)にあるターミナル証明書発行コーナーでも、
平日は午後７時まで、土曜日・日曜日も午後5時までお取りいただく
ことができます。ぜひ、ご利用ください！
【取扱時間】
平日　午前8時30分～午後７時　　土曜日　午前8時30分～午後5時
日曜日　午前8時30分～午後5時
（祝日、振替休日、国民の休日及び12/29～1/3を除く）

窓　口 業　務

市民窓口課

右に記載した業務のうち、転入・
転出等に伴う手続

転入・転出・転居届、戸籍、印鑑
登録など

証明書発行 住民票の写し、戸籍謄・抄本、印
鑑登録証明書など
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【取扱証明書】
①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、③印鑑登録証明書、④税関
係証明書
※④は平日午後5時以降及び土曜日・日曜日には発行しておりません。
受付のみを行い、発行は翌開所日以降(翌開所日が土曜日、日曜日に
あたるときは、次の月曜日以降)になります。
証明書を請求される際には、運転免許証、健康保険証などの本人確認
書類(※)をお持ちください。
※印鑑登録証明書の請求の場合は、印鑑登録証（カード）が必要です。

●問合せ先／市地域自治推進室　市民窓口企画担当（電話222-3085）

－住民税及び所得税の確定申告の申告期間について－○
　申告期間は、2月18日（月）～3月15日（金）（土・日は除く）です。
所得税の確定申告をされた方は、住民税の申告は必要ありません。
●問合せ先／区市民税課市民税担当（電話592-3113）

阪急桂駅

阪
急
桂
駅

駅東口１階
ミュー阪急桂イースト

地下鉄北大路駅
キタオオジタウン地下3階定期券売場横

地下鉄四条駅

阪急烏丸駅

地
下
鉄
烏
丸
線

四
条
駅

駅構内定期券売場横
地下鉄竹田駅

地下鉄
烏丸線
竹田駅

（北駅舎）

駅東口１階定期券売場横

地下鉄山科駅

ラクトA
地下1階

JR山科駅
京阪山科駅

駅改札正面ラクトA地下1階

ターミナル証明書
発行コーナー
（市内主要５駅）
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こころの健康づくりセミナー○
テーマ：「みんなでオッケーを出し合おう！～発達障害の理解を通して～」
●日時／3月21日（木）午後2時～4時(受付1時30分～）　●費用／無料
●場所／京都市生涯学習総合センター山科（アスニー山科）ラクト山
科C棟2階
●講師／としもりクリニック　歳森　康博　医師（精神科医）
●主催／山科こころの健康を考える会
●申込期日／2月20日（水）～3月14日（木）
●申込・問合せ先／区保健センター　母子・精神保健担当（電話592-3479）

介護予防事業　
京都サンガＦ．Ｃ．健康アカデミー○

（参加無料）
　サッカーボールを使って、楽しく身体を動か
しましょう。
●日時／3月6日（水）午前10時30分～12時（受付10時～）
●場所／醍醐地域体育館
●内容／サッカーボールを使っての健康体操など
●対象者・定員／原則として60歳以上で運動制限のない方100名
（先着順・要申込）
●参加費／無料
●持ち物／運動できる服装・屋内用シューズ・タオル・飲料水
●申込／3月1日（金）までに各地域包括支援センターまで電話申込
・（音羽・音羽川・大塚学区）音羽／電話595-8139
・（安朱・山階・西野学区）山階／電話583-5833
・（山階南・百々・勧修学区）勧修／電話595-7736
・（大宅・小野学区）大宅／電話572-6660
・（陵ヶ岡・鏡山学区）日ノ岡／電話595-5575
●問合せ先／京都サンガF.C.ホームタウンアカデミー
　　　　　　（電話0774-55-7603）
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猫は正しく飼いましょう○
あなたの愛猫は迷惑をかけていませんか？
　鳴き声がうるさい、庭をフンで汚される、植木を傷つけられる等、
猫に関する苦情が増加しています。これらは、飼い主の責任ある飼養と
周囲への気配りで改善できるものです。
　猫の習性等をよく理解し、愛情と責任をもって正しく
飼養しましょう。
飼い主としての心得
●屋内で飼いましょう。
●猫の排泄物や鳴き声など近隣に迷惑をかけないようにしましょう。
●屋内の決められた場所で排泄するようしつけましょう。
●不幸な子猫を増やさないためにも、避妊・去勢手術を受けさせましょう。
●迷子になってもすぐ飼い主がわかるよう猫には飼い主の連絡先等を
書いた名札等をつけるようにしましょう。
●問合せ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

食育セミナーのお知らせ
新中学生の春休みおべんとう講座○

●日時／3月26日（火）午前10時～12時30分
●場所／山科区役所　2階　栄養室
●内容／栄養士のお話「知ってると得するおべんとうの話」
調理実習「自分のお弁当を作ってみよう」・試食
●費用／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル
●対象／今春中学生になる11～12歳児　12名（先着順）
※保護者が送迎できる方
●申込／3月4日（月）から電話または窓口にて
●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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農業委員会委員選挙人名簿の縦覧○
　1月1日現在で調製した京都市農業委員会委員（第3区選挙区）の選挙
人名簿を次のとおり縦覧に供します。
●期間／2月23日（土）～3月9日（土）
●時間／午前8時30分～午後5時
●場所／伏見区選挙管理委員会（伏見区役所内）
●問合せ先／市選挙管理委員会（電話241-9250）

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

2月2８日（木）は、固定資産税・都市計画税　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／土地家屋＝区固定資産税課（電話592-3164）
　　　　　　　　　　償却資産＝市資産税課（電話213-5214）
納付相談／土地家屋＝区納税課（電話592-3310）
　　　　　償却資産＝市納税推進課（電話213-5468）
口座振替／市納税推進課（電話213-5466）
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■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
○申込に必要なもの
　国保記号番号（後期高齢者医療制度は被保険者番号と徴収番号）が
わかるもの（納入通知書、領収書等）、預（貯）金通帳、口座の届出印
○申込場所
　お取引のある金融機関、郵便局又は保険年金課の窓口
※本人名義以外の口座から引き落とすこともできます。
※口座振替により引き落としされるのは、納付書でお支払いいただいて
いる保険料のみです。特別徴収（年金からの引落し）による納付の方で、
口座振替への変更をご希望の場合は、口座振替の申込みと併せて保険
年金課へ納付方法の変更をお申し出ください。
　国民健康保険の窓口では対象金融機関のキャッシュカードがあれば、
ハンコ（口座の届出印）がなくても、簡単に口座振替の申込手続が
できるサービスを実施しています。ぜひご利用ください。
○対象金融機関
　京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、ゆうちょ銀行（郵便局）、
滋賀銀行
※その他の金融機関は、これまでどおり、金融機関の窓口での申込み
手続が必要です。
○申込に必要なもの
　キャッシュカード、国保記号番号がわかるもの（納入通知書、領収書等）
○申込場所
　区保険年金課。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■国民年金からのお知らせ　―こんなときには届出を―
　日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第1号被保険
者として加入していただく（第2号又は第3号被保険者の方は除く）
ことになります。第1号被保険者に該当する方で加入の届出がまだの方は、
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至急届出をしてください。
　老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間や免除期間等を
合わせて25年以上必要です。また、加入の届出をしなかったり、保険料
を未納のままにしておくと、万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金
が受給できなくなる場合があります。
　国民年金では、退職など人生の節目にはそのつど届出が必要です。
届出を忘れると、将来、年金の請求手続きに時間がかかる場合もあり
ますので、届出は必ず行いましょう。なお、日本にお住まいの60歳以上
65歳未満の方、海外にお住まいの20歳以上65歳未満の日本人の方は、
希望すれば国民年金に加入することができます。
　国民年金第1号被保険者に該当するとき
○20歳になったとき　○厚生年金保険又は共済組合等の加入者（第2号
被保険者）が、離職によりその資格を喪失したとき　○第3号被保険者
（第2号被保険者の被扶養配偶者）が扶養からはずれたとき
※なお、第3号被保険者に該当するときは、配偶者の勤務先を通じて
年金事務所へ届出をしてください。
問合せ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

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　3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　3月19日（火）14:00～16:00。費用　無料。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）
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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。
山科図書館60周年記念事業
・おたのしみ会
日時　2月23日（土）11:00～。
紙芝居、山科かるた
・よんでよんで赤ちゃんの会
日時　3月4日（月）11:00～。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
・講演会「山科郷の山と神さま」
講師　武内良一氏
日時　3月7日（木）17:00～。
テーマ図書の展示と貸し出し
3月	一般書　「植物」
　	　えほん　「いもとようこ、長谷川義史」
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）
2月25日（月）
10:00～10:50　場所　西野山分譲集会所前
11:10～11:40　場所　山階南小学校
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小学校
2月27日（水）　
10:00～10:40　場所　大塚小学校
11:00～11:40　場所　大宅小学校
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募集

■山科中央老人福祉センター（電話501-0242、FAX501-0340）
①悠遊講座「山科から渋谷街道を往く」
日時　3月21日（木）13:30～15:00、28日（木）9:00～12:00。定員　21日
は30名、28日は20名。申込方法　3月1日（金）～3月14日（木）に来所
またはFAXで。定員を超える場合は抽選。
②悠遊講座『プレーンハープのしらべ』 
日時　3月2日（土）13:30～15:30。申込方法　不要。対象　年齢を問わず、
どなたでも来場いただくことができます。定員　なし。場所　①・②と
も当センター。
■山科区社会福祉協議会（電話593-1294、FAX594-0294）
あそびの広場　ボランティア募集
　障害のある子どもさんと保護者が、学校の長期休みを利用して色々な
人と出会い、楽しく遊ぶことを目的として開催しています。そのあそび
の広場で、障害のある子どもたちと一緒に遊んでくれるボランティア
さんを募集します。ぜひ一度お尋ねください。日時　3月26日（火）
9:30～16:00。場所　山科青少年活動センター。内容：お料理作りなど。
定員　20名（先着）。費用　無料。申込方法　3月15日（金）までに電話、
FAX。

案内

■献血会
日時　3月13日（水）9:30～12:00と13:00～15:30。場所　マツヤスーパー
山科三条店前。
日時　3月14日（木）10:00～11:30と12:30～16:00。場所　山階南小学校。
日時　3月18日（月）10:00～11:30と12:30～16:00。場所　勧修小学校。
 問合せ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）
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春を感じに出かけませんか○
　まだまだ厳しい寒さが続きますが、外に
出ると日に日に春を感じる季節となりました。
　隨心院にある梅園には、約200本の梅が植え
られており例年3月初旬から見頃を迎えます。

生活安全スポットニュース○
振り込め詐欺被害に注意！！
　「オレオレ詐欺」、「還付金等詐欺」などの手口を総称
して『振り込め詐欺』と言います。
◎オレオレ詐欺
　最近では、実在の身内の名前を騙り、「風邪をひいて声が変わった」
「携帯電話の番号が変わった」などと言って被害者を信用させた上で
「女性を妊娠させた」「会社で失敗した」「至急示談金が必要になった」
などと懇願して、現金を振り込ませる手口が増えています。
　◇防犯のポイント
　・“声が変わった”、“電話番号が変わった”という電話は要注意です。
　・こんな電話がかかってきたら、まず警察に相談して下さい。
◎還付金等詐欺
　還付金等詐欺は、官公庁職員を騙って年金や医療費などの還付金が
あると偽って、その手続きの名目で被害者をATMへ誘導させて現金を
振り込ませる手口です。
　◇防犯のポイント
　・	官公庁職員が、還付金の手続きでATMへ行くように教示すること
はありません。

　・ATMを操作して現金が振り込まれることはありません。
『しない させない 迷惑駐車』
　毎月20日は「迷惑駐車をなくそう推進日」です。
　・	ドライバーの皆さんは、目的地に駐車場があるかどうか事前に確か
めるように心掛けて下さい。

隨心院の梅園
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　・	自転車でお出かけの際は、通行の妨げとなるような場所には自転車
を止めず、駐輪場を利用しましょう。

●問合せ先／山科警察署（電話575-0110）

お菓子とお飲物を用意してお待ちしています
山科区フリースペース開設中！○

誰もがゆっくりほっこりできる居場所
　子どもから高齢者まで、障害のある方もどなたでも、お気軽にお立ち
寄りください。
●開催日については事前にホームページ、チラシ等でご確認ください。
●利用料は無料（ワンコインカフェ利用時は100円必要）
●飲食物の持込み可
●授乳、オムツ交換スペースあり
●問合せ先／
山科区社会福祉協議会（電話593-1294）、
区支援課第一担当（電話592-3247）

場所 開設日時
山科醍醐
こどものひろば

毎週月曜日		
午前10時～午後4時

山科総合福祉
会館

毎週水曜日		
午前10時～午後4時

笑顔とふれあい
の家みささぎ

毎週金曜日		
午後1時～午後4時

笑顔とふれあいの家
みささぎ

山科醍醐
こどものひろば

山科総合
福祉会館
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パフォーマーを紹介！
「ナイス・ミート＠エコム」○
　東部文化会館に登録されているアウトリーチ参加団体（パフォーマー）
を各種催物主催団体の皆様に紹介します。実際のパフォーマンスをご覧
いただけます。
●日時／3月2日（土）午後3時開演（所要時間約1時間30分予定）
●場所／東部文化会館　創造活動室
●定員／約100名（先着順）　●入場料／無料
●申込方法／2月15日（金）～2月28日（木）に
電話で、参加団体及び参加人数をお知らせください。
●問合せ先／東部文化会館（電話502-1012）

『山科消防団にラッパ隊が発足しました』○
　消防団発足35周年を機に、ラッパ隊発足の気運
が高まり、念願であった山科消防団ラッパ隊
「愛称：ＹＳラッパ隊」が団員有志により、昨年
10月1日に発足しました。
　音楽には初心者であった団員達が、練習を重ね、1月20日に開催された
山科消防団出初式で初めて演奏を披露しました。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

京都刑務所を見学してみませんか○
　刑務所の運営について皆様にご理解とご協力をいただくため、見学会
を行います。
●実施日時／3月14日（木）午後1時30分～3時ごろまでの間
●場所／京都刑務所（東野井ノ上町20）
●定員／40名　●費用／無料
●応募方法／官製ハガキに、見学希望と明記し、氏名・住所・電話番号・
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年齢・性別を記載の上、京都刑務所（〒607-8144）宛てに郵送してください。
締め切りは、2月28日（木）（消印有効）です。
　なお、応募者が18歳未満の際は、保護者の同伴がある場合に限ります。
希望者が多数の場合は抽選とします。当選された方には、「見学許可証」
及び見学時の注意事項を郵送します。
●問合せ先／京都刑務所（電話581-2171）

みんなで「第2期山科区基本計画」に取り組もう！
第15回　連載　区民活動きずなリレー○

～農業をきっかけにきずなづくり～農業体験農園 すこやかファームおとわ
　区民の皆さんと作った「第2期山科区基本計画」が一昨年4月にスタ
ート！このコーナーでは計画に関する区民活動をご紹介します。
　今回は、計画の5つの基本施策のうち「まちの魅力・
観光を磨く」に関連して、農業の体験を通じて区民に
農業の魅力を伝え、さらにきずなづくりにも取り組ん
でいる「すこやかファームおとわ」をご紹介します。
　「ここは貸農園とは違うんや。」開口一番、オーナー
の溝川長雄さんは語ります。「農家の指導のもと、農業の奥深いところ
も体験できるし、共同栽培区画の世話、苗作り、草刈り、漬物作りなどを
通じて、会員同士の交流が進んで一層楽しくなる。だから貸農園でなく
体験農園なんです。」そのため溝川さんは、年間を通じた植え付けのプ
ログラムを作り、毎月定期的に行う講習会はもちろん、外部の講師を呼ん
だり、見学ツアーを企画したりして、会員のスキルアップと交流を図っ
ています。
　名神東インターからすぐにある農園
は、緩い斜面地に広がり棚田の原風景
がそのままです。会員の多くは、この風
景が山科区に残っていることに感動するそ
うです。山科区内の方が多く利用され

溝川さん

広々とした農園の風景
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ていますが、中には区外からも。取材日に訪れていた左京区の知的
障害者施設、飛鳥井ワークセンターは、農園開設当初から週に2～3
回利用しています。センター長の川西さんは、「気持ちのいい場所で農
作業ができて、利用者も楽しみにしています。収穫した野菜を持ち帰っ
て販売するなど、やりがいにもなっています。」と教えてくれました。
　農園の一角では、山科区フラワーロード推進事業に協力して「花と
緑のまちづくりサポーター」と花の苗を育てています。
　昨年11月、おこしやす“やましな”協議会の「東日本大震災被災地キ
ャラバン隊」に参加して、葉ボタンを約50鉢、仙台に届けました。殺
風景な仮設住宅では花のプレゼントが大変喜ばれたそうで、夏には暑
さに強いポーチュラカの花苗を贈りたいそうです。
　農業をきっかけにして、楽しみとつながりが生まれる。山科に残る
農地に体験農園が増えれば、もっと区民のきずなも深まるでしょう。
楽しみですね。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

山科区のみなさま○
　「区民活動きずなリレー」のコーナーを担当しています、京都市のま
ちづくりアドバイザーの佐藤です。
　このコーナーは山科区内で行われている様々な区民活動をご紹介す
ることを目的に、一昨年の5月号から連載が始まり、本号で15回目とな
ります。
　取材を通じて、本当にいろいろな活動をされている方と出会うことが
できました。昨年12月号のタイトルにもありますが、まさに「山科は
知れば知るほどおもしろい」という
気持ちです。
　特に活動をされているみなさんの
「山科が好きだ」「地元のためになれ
ば」という思いを強く感じます。お
話しをお聞きするうちに、今後の取 本号取材の様子。左から二人目が筆者。
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組のアイデアで盛り上がって、つい時間を忘れてしまうということもあ
りました。また、よく自転車で取材先に伺うのですが、普段通らない場所
をじっくり見ることができるのも取材の楽しみです。
　これからもいろいろご紹介していきたいと思います。皆さんのお近く
でも「こんな面白い人がいる」「この活動はすばらしい」という情報が
ありましたらぜひお知らせください。
●問合せ先／京都市文化市民局地域自治推進室（電話222-3049）
　　　　　　区総務・防災担当（電話592-3066）


