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山科区の推計人口○
総人口／135,348人
男性／64,319人
女性／71,029人
世帯数／58,757世帯

交通事故／366件︵⊖14︶
死者／5人（+3）
負傷者／433人︵⊖42︶
火災／8件（+2）
救急／3,164件︵✚120︶

「山科“きずな”支援事業」○
きずなを強め地域力を高める取組を後押しします
支援する事業を決定
たくさんのご応募ありがとうございました
　山科区では、第2期山科区基本計画が
目指す「心豊かな 人と緑の“きずな”の
まち 山科」の実現に向けて、区民の皆様
による主体的なまちづくり事業を支援す
るため、補助金を交付する「山科“きずな”
支援事業」を実施しています。

平成25年6月1日現在
（推計人口）

平成25年6月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比

｝
｝

認定式での認定証授与の様子

（継続事業のみなさん）

（新規事業のみなさん）

みんなで
記念撮影
しました
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　このたび、37件の申請があり、「山科“きずな”支援事業審査委員会」
における審査を経て、32件（新規15件、継続17件）の対象事業を決定し
ました！
　また、今年度より、支援事業に対して、区長及び審査委員長から激励を
行うため、認定式を執り行い、一枚一枚認定証が区長から手渡されました。
　対象事業につきましては、山科区ホームページで掲載しているほか、
4面で継続事業を、新規事業については、市民しんぶん山科区版8月15
日号以降で紹介していきます。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

「やましなY級グルメ創設プロジェクト」.スタート！○
　～やましなの食って美味!～
　山科では、古くから農業が盛んで、山科の各家庭では、その時その時
の季節感を楽しみながら、新鮮な旬の野菜を食べてきました。このよう
に、食へのこだわりを持つ山科における「やましなならではの食＝やま
しなY級グルメ」を創設するため、このたび、山科区内の農作物の生産者、
地元事業者、地域団体等を中心とする実行委員会で、「やましなY級グ
ルメ創設プロジェクト」をスタートします。
「やましなならでは」の食（やましなY級グルメ）を大募集！
●応募資格　
どなたでもご応募いただけます。（山科に興味、関心のある人大歓迎！）
●応募内容　
素材の持ち味や季節感のあるものや山科の歴史・文化に由来のあるもの
など「やましなならでは」の食のレシピ（我が家の自慢の一品、お手軽
簡単料理、季節・行事毎に食べる料理、お店自慢の一品、スイーツ等な
んでもかまいません。）
●応募方法
①料理名、②材料・目安量、③作り方、（提出可能であれば）写真また
はイラスト、④PR点、その他必要事項を応募用紙に記載し、実行委員
会事務局まで郵送、FAXまたは持参してください。［※応募用紙は、区
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ホームページからダウンロードまたは区役所で入手できます。］
●応募期間
7月16日（火）～8月30日（金）（当日消印有効）
●景品
認定されたY級グルメのうち、特に実行委員会でお薦めす
るものについては、旬の野菜の詰合せなど景品を贈呈します。
また、先着10名様に、もてなすくんグッズなど、やましなならではの
粗品を進呈します。
●問合せ・送付先
やましなY級グルメ実行委員会事務局（山科区役所地域力推進室）
住所　〒607-8511 山科区椥辻池尻町14-2（電話075-592-3066、FAX075-
502-1639）

第6投票区（安朱小学校）の投票場所が安朱保育園に変○
更となります
　安朱小学校の講堂が、改築工事により使用できなくなるため、次期
参議院議員通常選挙より投票場所が変更となります。
該当するお住まいの方はご注意ください。
　なお、安朱学区の方で現在、京都薬科大学（第4投票区）にて、投票
されている方は、投票場所の変更はありません。
●問合せ先／区選挙管理委員会事務局（電話592-3066）

京都市市民憲章推進者表彰○
はばたけ未来へ！あらゆる京都の力を合わせて～「京都に住んでいてよか
った」と感じる魅力あふれるまちづくり～
6月4日（火）、ひと・まち交流館京都で、
平成25年京都市市民憲章推進者表彰式典
が行われました。
　市民憲章（昭和31年5月3日制定）を
率先して実行され、毎年の推進テーマ

美味！
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と実践目標に基づいて推進活動を行い、特に市民の規範と認められる
方々を、毎年表彰しています。
　今回、山科区からは個人11名、2団体が門川市長から表彰を受けら
れました。　
個人
●福祉活動
藤井　雅樂司さん（勧修学区）
塩谷　英美さん（勧修学区）
藤井　眞希子さん（音羽学区）
廣田　正子さん（小野学区）
●美化活動　　　　　　　　　　
三谷　俊介さん（山階学区）
大西　ふみ代さん（鏡山学区）
平井　敬三さん（小野学区）
●スポーツ活動
笠原　直樹さん（大宅学区）
成田　美江さん（西野学区）
●安心・安全なまちづくり活動　
長谷川　秀夫さん（百々学区）
●自治活動　　　　　　　　　　
出口　昭二さん（西野学区）
団体
●環境保全活動
草田町西部町内会ソフトボール同好会（音羽学区）
●美化活動
北花山西部第二町内会（鏡山学区）

（順不同）
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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フリースペース　　　　　　　　　　　　　　　　　○
「ふれあいスペース絆」がオープンしました
　山科区で4ヶ所目となるフリースペース「ふれ
あいスペース絆」が大塚高岩にオープンしました。
　フリースペースは、福祉関係者や地域の皆さん
と共汗・協働でつくる“ゆっくりほっこりできる
居場所”です。
　「ふれあいスペース絆」では、第1火曜は、すこやか体操、第３火曜は、
高齢者なんでも相談を実施します。お気軽にお越しください。
●日時／毎週火曜日10時～16時
●主な利用対象者／乳幼児とその保護者、高齢者、障害者
●利用料／無料（ただし、菓子・飲物代として実費程度のご負担をいた
だきます。）
●事業の実施主体／山科区地域福祉推進委員会
●問合せ先／区支援課（電話592-3247）

ウォーキングを楽しむひとの
ウォーKING（キング）教室○

　気軽に始められる運動として人気のウォーキング。疏水沿
いや山科川などウォーキングに適した場所もいっぱいですね。
　「ウォーキングに興味はあるけれど、膝や腰など体に負担がかからな
いかな？」「いつも歩いてはいるけれど、この歩き方で効果があるのか
な？」・・・などの不安や疑問を持たれている方も多いと思います。
　正しく効果的なウォーキング方法を学んで、日々の生活をよりいきい
きと送ってみませんか。ウォーキングの王様（KING）めざして、Let’s ウォー
キング！
●日時／8月21日（水）　午後1時半～3時半
　　　　（受付開始　午後1時15分）
●場所／山科区役所　大会議室
●内容／ウォーキングの効果、正しいウォーキング方
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法などの講義・実技等講師：山本　孝　健康運動指導士（フィットネス
企画Ｑ）
●対象者／山科区にお住まいで、医師からの運動制限のない方※当日の
健康チェック結果（血圧測定等）によっては、実技に参加できない場合
もあります。
●持ち物等／運動しやすい服装と靴、お水・お茶等の飲み物、汗ふき用
タオル　●定員／30名（先着順）　
●申込み／8月7日（水）から電話にてお申し込みください。
●問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当（電話592-3477）

第14回　山科こころのふれあい夏まつり○
暑い夏のひと時、あなたを涼しくおもてなし。
　「こころの病」と暮らす仲間たちと、「山科こころの健康を考える会」
がお贈りする、大人も子どもも楽しいイベントです。
●内容／・おばけ屋敷・京炎そでふれ・もてなすくんがやってくる！～
一緒に写真を撮ろう～
・山科区内の共同作業所制作オリジナル製品販売
・クイズ＆スタンプラリーで景品プレゼント
・缶バッジコーナー・かるた大会・お楽しみ抽選会
※当日整理券が必要なイベントもあります。
※景品には限りがあります。なくなり次第終了
となります。
●日時／平成25年8月7日（水）　14：00～16：00
●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
●入場／無料　
●主催／山科こころの健康を考える会
●問合せ先／区保健センター　母子・精神保健
　　　　　　担当（電話592-3479）

［山科駅からの地図］

至京都 JR東海道線

三条通

京阪電鉄京津線

至御陵

至醍醐

地下鉄山科駅

地
下
鉄
東
西
線

地
下
鉄
東
西
線

外
環
状
線

外
環
状
線

京都市生涯学習
総合センター山科

ホテル
ブライトン
シティー山科

大丸
山科店

KBホール

JR山科駅

京阪山科駅

ラクト山科
C棟2F
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ワンコイン（￥500）健診のお知らせ○
（青年期健康診査のお知らせ）

※同時に、骨粗しょう症予防健康診査、胸部（結核）健診、歯科相談も
行っています。（骨粗しょう症予防健康診査のみ別途有料）
●予約・問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当（電話592-3477）

地域防災最前線○
　花火の季節が到来。子どもたちにとって、花火はきれいで、ちょっと
不思議。炎やライターに興味を持つのもこの季節。
　毎年、花火の不始末による火災や、火遊びによる火災が発生しています。
　花火を通じて、火の怖さや火災の危険性を子どもたちに伝えましょう。
安全な花火遊びのポイント
①風の強い時は、花火をしない。
② 周囲に燃えやすいものがない、安全な場所で。
③ 子どもだけでなく、大人が一緒に見守る。
④ 説明書をよく読み、注意事項は守る。
⑤ 水バケツを用意し、遊び終わった花火は

必ず水につける。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

対　象
18歳から39歳の方（会社などで同じような健診を受診できる
方は除く）
検査日、結果説明日（2週間後）ともに受診できる方

内　容 検　査　日：問診、身体・血圧測定、尿検査、血液検査、診察
結果説明日：健診結果説明、栄養指導

費　用 500円　
※費用免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。

日　時 毎月第2・4金曜日　受付時間：午前9時～10時30分

場　所 区保健センター　＊予約制

ワンコイン
（￥500）で
健康チェック☆
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平成25年夏の交通事故防止市民運動を実施します○
7月21日（日）～8月20日（火）
スローガン　京の夏　さわやかマナーで　事故防止
運動重点　●子どもと高齢者の交通事故防止　
　　　　　　●自転車の安全な利用の促進　
　　　　　　●シートベルト・チャイルドシートの正しい着用・使用の徹底
　　　　　　●悪質・危険運転の追放　

「山科区2万人まち美化作戦」○
～ごみのない美しいまちに～
　6月2日（日）、山科区自治連合会連絡協議
会主催の「山科区2万人まち美化作戦」が区
内全域で実施されました。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

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

　7月３1日（水）は、固定資産税・都市計画税第2期分の納期限です。
○納期限を過ぎると、延滞金が掛かります。ただし、算出された延滞金額が
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1,000円未満の場合は掛かりません。
○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）
■省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
　平成20年1月1日以前に建築された住宅について、平成28年3月31日
までに窓の二重サッシ化などの現行の省エネ基準に適合させる改修工事
を行い、改修に係る費用が500,000円を超える（平成25年3月31日までに
契約されたものについては300,000円以上のもの）場合、改修工事が
完了した年の翌年度に限り、床面積120㎡までの部分の固定資産税額の
3分の1が減額されます。減額を受けるには、改修工事が完了した日
から3カ月以内に必要書類とともに申告が必要となりますので、固定資
産税課までご相談ください。
問合せ先　区固定資産税課（電話592-3165）
■福祉医療費受給者証（子ども医療を除く）の更新を行います
○前年の所得等をもとに8月からの受給資格の判定を行い、受給資格の
ある方には7月末に新しい受給者証を、資格喪失の方には資格喪失通知
書を送付します（判定に所得証明等の書類の提出が必要な場合がありま
す。母子家庭等医療については現況届の提出が必要です。）。
○更新の際に所得超過等により資格喪失となった方でも、所得の修正や
世帯構成に変更があった場合、対象となることがありますので、再度
申請をしてください。
○前年の所得により判定を行うため、前回、資格喪失となった方でも
対象となることがありますので、その場合は8月に申請をしてください

（重度障害老人健康管理費は、7月中に申請してください。）。
※母子家庭等医療（8月からはひとり親家庭等医療）については、所得
制限額を平成25年8月から見直します。
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問合せ先　母子家庭等医療・重度心身障害者医療・老人医療/区福祉介
護課福祉担当（電話592-3218）、重度障害老人健康管理費/区保険年金課

（電話592-3109）
■平成25年度介護保険料通知書送付のお知らせ
　平成25年度の市民税が決定されましたので、平成25年度介護保険料の
確定通知書を7月下旬までにお送りします。
○通知書の対象者は、65歳以上の方（京都市介護保険第1号被保険者）
です。
○介護保険料は年額180,000円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受
給しておられる方は、年金からの引き落とし（特別徴収）になりま
す（年度途中で、65歳になられた方や市内に転入された方などを除く）。
○年金からの引き落とし以外の方は、通知書につづられている納付書で
お納めください（既に口座振替を利用されている方は、通知書のみで
納付書は添付されていません。）。
　なお、便利な口座振替もご利用ください。ご希望の方は、預貯金口座
をお持ちの金融機関またはゆうちょ銀行（郵便局）の窓口でお申し込み
ください。
問合せ先　区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）
■国民健康保険からのお知らせ
新しい高齢受給者証をお送りします
　京都市国民健康保険に加入されている70～74歳の方（昭和13年8月2日
～昭和18年7月1日生まれ）がお持ちの高齢受給者証は、7月31日で有効
期限が切れますので、7月中に新しい受給者証をお送りします。古い受
給者証は、区保険年金課までお返しいただくか、細かく刻んで処分して
ください。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
高齢受給者証の負担割合が3割の方へ
　負担割合が3割の方のうち、世帯の平成24年中の収入が次の条件1ま
たは2に当てはまる方は、申請により負担割合が1割となります。申請
が認定された場合、申請月の翌月から適用されます。
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１　70～74歳の国保加入者が1人の場合は3,830,000円未満（70～74歳の
国保加入者が2人以上の場合は収入の合計額が5,200,000円未満）。
２　次の両方に当てはまる場合
・70～74歳の国保加入者が１人で、かつ国保から後期高齢者医療に移っ
た方がいる。
・国保加入者の収入と国保から後期高齢者医療に移った方の収入の合計
が5,200,000円未満。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
国民年金の障害基礎年金の所得状況届などは7月末までに提出してくだ
さい
　国民年金の障害基礎年金（年金コード2650または6350）を受給されて
いる方は、お送りしております「所得状況届」等を7月末日までに提出
してください（本年1月2日以降に京都市外から転入された方は、前住
所地の所得証明書が必要です。）。所得状況届等の提出がないと、年金の
支払いが差し止められる場合がありますのでご注意ください。
問合せ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
■後期高齢者医療保険料のお知らせ
今月中旬に後期高齢者医療保険料のお知らせをお送りします
　平成25年度の保険料額が決定しましたので、保険料のお知らせを7月
中旬にお送りします。
ア　4月から特別徴収（年金からの引き落とし）されている方
　平成25年度の保険料額と、平成25年10、12月及び平成26年2月に特別
徴収する保険料額をお知らせします。
イ　ア以外の方（7月以降に保険料を納付いただく方）
　平成25年度の保険料額と7月以降の納付方法をお知らせします。
　①7月～平成26年3月が普通徴収（納付書による金融機関での納付ま
たは口座振替）の場合、②7～9月は普通徴収、10月以降は特別徴収の
場合、③4～8月は特別徴収、10月以降普通徴収となる場合があります。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
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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　8月8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　8月20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）

イベント・講座

■山科図書館（電話5８1-050３）
・お楽しみ会
日時　7月27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
日時　8月5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し出し
8月　一般書「平和」 
　　　えほん「へいわ」
絵の展示（幼児コーナー）
8、9月は、寺西幼稚園園児の作品。
■移動図書館「こじか号」巡回（電話８01-419６）
7月22日（月）　
10：00～10：50　場所　西野山分譲集会所前
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11：10～11：40　場所　山階南小
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小
7月24日（水）　
10：00～10：40　場所　大塚小
11：00～11：40　場所　大宅小
■25年度文化芸術活性化パートナーシップ事業「マンドリン＆ゴスペル
真夏のコンサート@エコム」
　「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。ゴスペ
ルとの初共演をお楽しみください。
日時　8月11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（電話502-1012）

募集

■山科区社会福祉協議会（電話59３-1294、FAX594-0294）
平成25年度やましなふれあい手話講座
日時　①8月23日（金）～9月27日（金）の毎週金曜日14：00～15：30（但
し、9月13日（金）は11日（水）に変更）。②8月22日（木）～9月26日（木）
の毎週木曜日19：00～20：30。内容は①②とも全6回（手話学習5回、障害
理解のための講義・交流会1回）。場所　①山科区社会福祉協議会。②
山科青少年活動センター。対象　山科区在住・在学・在勤で手話を初め
て習う方。全講座出席できる方。定員　①②ともに15名、費用　1,000円、
申込方法・問合せ先　山科区社会福祉協議会。8月5日（月）までに。
■山科中央老人福祉センター（電話501-0242、FAX501-0３40）
悠遊講座「京都薬科大学混声合唱団コンサート」（東部文化会館アウ
トリーチ事業）
日時　8月3日（土）13：30～15：00。場所　当センター集会室。申込方法
不要、どなたでもご参加いただけます。
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■山科青少年活動センター（電話59３-4911、FAX59３-491６）
中高生向け.夏休みフリータイム夏休みにスポーツルームを開放
日時　7月25日（木）～8月25日（日）15：00～18：00。場所　当センター。
対象　市内に在住もしくは通学している中高生年代。費用　無料。
申込方法　不要。

交通安全子供自転車京都府大会で山階南小学校　　　○
Ａチームが準優勝
　5月25日（土）、府交通安全協会と府警
本部の主催により、児童が自転車の安全
走行の知識と技能を身につけられるよう、
亀岡運動公園体育館で開催されました。
　当日は、市内から3チームを含む府内の7小学校10チームが参加され、
児童が4人一組になり実技と学科テストの合計得点で順位を競いまし
た。地域の交通安全対策協議会や山科警察署のお力添えもあり、山階南
小学校Ａチームが、昨年に続き準優勝に輝き、表彰されました。

ふるさと納税「だいすきっ！京都。寄付金」

皆さんの思いを、ぜひ山科区へ！○
　山科区では、寄付金を区民の皆さまとの協働によるまちづくり事業に
活用させていただきます。
寄付の際は、ぜひ“山科区”をご指定ください。
※ 確定申告をしていただくと、所得税及び住民税の寄付金控除が受けら

れます。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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京都市消防団総合査閲に小野消防分団が参加。　　　○
優秀な成績を収められました。
　京都市消防団総合査閲が6月2日（日）
に京都市消防活動総合センター屋外訓
練場で開催されました。
　山科消防団からは小野消防分団が参
加し、消防団員として必要な規律や礼
式、小型動力ポンプを使用した消防訓
練などを披露、日頃の訓練成果を精一
杯発揮され、特に優秀な成績を収められました。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

平成25年度.山科ふれあい体験農場参加者募集○
　ベテラン農家指導のもと、九条ねぎなど
の秋・冬野菜を栽培しませんか。
●日時／平成25年9月～平成26年3月（予定）
●場所／山科区西野山欠ノ上町の農地等
●対象／京都市在住で、平日の栽培研修会
に参加いただける方
●定員／45名　●費用／2,000円
●申込方法／7月16日（火）～8月2日（金）（消印有効）。往復はがきに

「山科ふれあい体験農場応募」と明記し、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入のうえ、〒612-0873伏見区深草瓦町61東部農業振興セン
ターまで郵送してください。（申込多数の場合は抽選）
　会場への車での来場はお断りします。
　栽培研修会は平日に実施します。平日の研修会に参加出来ない方及び
日々の作業が行えない方には、参加をお断りすることがあります。
●問合せ先／東部農業振興センター（電話641-4340）
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ふれあいファミリー食セミナー「わんぱくクッキング」

お昼ごはん作りにチャレンジ☆○
●日時／8月7日（水）午前10時～12時30分
●場所／山科区役所2階栄養室
●内容／食材学習・クッキング（保護者の方：クッキングの補助）
●対象／山科区にお住まいの5～6歳児 

（就学前 平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれ）とその保護者
●定員／10組20名＜先着順＞　●参加費／親子1組1,000円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル、 
上履きとお箸（子どものみ） 
●申込み／7月16日（火）から電話または窓口にてお申込みください
●問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当（電話592-3477）

色鮮やかな花で山科区を美しく！○
　花と緑のまちづくりサポーター（ボラ
ンティア）の皆さんが、区役所、東部文
化会館の各花壇にポーチュラカを植栽
されました。
　今後、白、赤、ピンクなど色鮮やかな
花が咲き誇り、訪れる人の目を和ませてくれるでしょう。
お花の肥料を助成します
　花と緑にあふれた潤いのある山科区のまちづくりを推進するため、花
苗や種の植え付けを行う団体に肥料（年額3,000円分以内）を助成します。
●対象／公共用地や多くの方が鑑賞できる所に花苗、種の植え付けを行う
5名以上の団体　
●定員／10団体
●申込方法／7月22日（月）から先着順。申請書※に、記入のうえ、郵送

（〒607-8511）（住所不要）まちづくり推進担当）または持参
※申請書は区まちづくり推進担当で配布、区ホームページに掲載
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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区民ソフトボール大会○
　5月26日（日）に第37回山科区民ソフトボール大会が勧修寺公園グラ
ウンドで開催されました。10学区の体育振興会チームが出場し、熱戦が
繰り広げられました。
優　勝　百々体育振興会チーム
準優勝　山階南体育振興会チーム
三　位　音羽体育振興会チーム
三　位　小野体育振興会チーム
　優勝した百々体育振興会チームは7月28日（日）（雨天時8月4日）に
岩倉東公園グラウンドで行われる京都市大会に山科区代表として出場
されます。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

区民バレーボールカーニバル○
　6月16日（日）に「第37回山科区民バレーボールカーニバル」が、山
階南小学校と百々小学校の各体育館で開催されました。区内13学区から
22チームが出場し、各チームともに日頃の練習の成果を発揮し、熱戦が
展開されました。優秀チーム（2戦2勝）は次のとおりです。
●優秀チーム
山階南学区体育振興会Ａチーム
百々学区体育振興会Ａチーム
陵ヶ岡学区体育振興会Ａ、Ｂチーム
大塚学区体育振興会Ａチーム
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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平成25年度.山科“きずな”支援事業　継続事業一覧○
※新規事業（15団体）は市民しんぶん山科区版8月15日号以降で紹介し
ます。

（1）団体　13団体

番号 事業名 大学・団体名

1 第10回山科夢舞台 一般社団法人山科経済同友会

2
0才から聴けるファミリーコン
サート

関西フルートオーケストラ

3
山科13学区の史跡とお地蔵さんめ
ぐり

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを
進める会

4
第39回大陶器市

「清水焼の郷まつり」
清水焼団地協同組合

5
“躍動！やましなゆかりの音楽家
たち”

“躍動！やましなゆかりの音楽家たち”
コンサート

6 山科こども歌舞伎塾 教養研修事業 山科こども歌舞伎塾

7 第６回山科醍醐こどもの創作劇
特定非営利活動法人山科醍醐こども
のひろば

8 ふれあい訪問事業 山科区民生児童委員会

9
おはなしとあそびのひろば「このゆ
びとまれ」（定例の集い）

おはなしとあそびのひろば
「このゆびとまれ」

10
わくわくするようなアートに出会える
山科をめざして

特定非営利活動法人わくわく
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（２）大学等　４団体

番号 事業名 大学・団体名

11
山科子育て応援団　きずなで広がる
子育ての輪

山科子育て応援団

12
わくわくやましなみんなの
里山づくり活動

特定非営利活動法人
ビオトープネットワーク京都

13 第6回やましな駅前陶灯路 やましな駅前陶灯路実行委員会

番号 事業名 大学・団体名

1
京都子ども守り隊～守るんジャー～
活動強化プロジェクト

京都橘大学　京都子ども守り隊
～守るんジャー～

2
理科実験講座

（人づくり21世紀委員会）
学校法人　京都薬科大学

3
山科の子どもたちのきずなを
深める事業

京都橘大学　げんKids★応援隊

4 広げよう！防災意欲と地域の絆
京都橘大学　
救急救命研究会-TURF-


