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山科区の推計人口
総人口／134,654人
　男性／63,937人
　女性／70,717人
世帯数／59,215世帯

第６回　京都・やましな観光ウィーク◯
10月11日～12月31日
　2014年山科の秋。秋の夜空を紅に染める毘沙門堂・隨心院での紅葉ラ
イトアップ―。山科の秋を彩る両寺院にて、この時期にしか観られない
幽玄の世界が繰り広げられます。
　この他にも、秋の山科では、玉の輿伝説の残る勧修寺、「感動！やま
しなまるごとマルシェ」、「感動！やましなまちバル」など多彩な見どこ
ろやイベントが満載。是非お越しください。

毘沙門堂（びしゃもんどう）
【昼間】
●拝観時間／午前８時30分～午後５時
●拝観料／大人500円、高校生400円、
　　　　　小中学生300円
【夜間】ライトアップ・夜間特別拝観
●期間／平成26年11月15日（土）～
　　　　30日（日）
●拝観時間／午後５時30分～９時
　　　　　　（受付終了　午後８時30分）
●拝観料／大人800円、小中高生400円
　�（ライトアップ・夜間特別拝観の際は、毘沙門堂の駐車場はご利用い
ただけません）

平成26年９月1日現在
（推計人口）
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隨心院（ずいしんいん）
【昼間】
●拝観時間／午前９時～午後４時30分
●拝観料／大人高校生400円、
　　　　　中学生300円、
　　　　　小学生以下無料
【夜間】ライトアップ・夜間特別拝観
●期間／平成26年11月15日（土）～30日（日）
●拝観時間／午後６時～９時（受付終了　午後８時30分）
●拝観料／大人高校生500円、中学生400円、小学生以下無料
（無料駐車場あり）

勧修寺（かじゅうじ）
●拝観時間／午前９時～午後４時
●拝観料／大人高校生400円、
　　　　　小中学生200円

■感動！やましな　まるごとマルシェ（隨心院マルシェ）
　地元山科区内を含む京都の有名店が初めて山科に集結。“おいしい”
秋の１日をお過ごしください。大道芸もあるよ！（20店舗程度）
●日時／平成26年11月15日（土）、16日（日）午前11時～午後７時
●場所／隨心院
※12月以降も山科各所で開催予定です。

■感動！やましな　まちバル
　地元野菜を使ったメニューやお店自慢のワンコインメニューも多彩。
山科駅前の味めぐりをお楽しみください。
●日時／平成26年11月15日（土）～30日（日）
　※店舗によって営業日・時間が異なります。
●場所／山科駅周辺
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■感動！やましな　プレゼントラリー
　山科全域でスタンプラリーを実施します。70箇所以上のスタンプポイ
ントの寺院や店舗の利用で５つスタンプを集めると、抽選で、ステキな
賞品があたります！
　賞品は、プレゼントラリー参加店でご利用いただけるお食事券や自慢
の食品等、多彩な賞品を用意しています。
●期間／平成26年10月11日（土）～12月31日（水）

●主催／京都・やましな観光ウィーク実行委員会
●問い合わせ先／
　京都・やましな観光ウィーク実行委員会
　（区総務・防災担当　電話592-3066）

山科にお越しの際は
京都観光一日乗車券（山科・醍醐拡大版）をご利用ください。
●発売額／1,300円（大人のみ）
●発売場所／市バス・地下鉄案内所、定期券発売所
●問い合わせ先／市バス・地下鉄案内所（電話863-5200）
※乗車券の提示により一部の区内寺院の拝観料割引が受けられます。

山科健康づくりサポーター
「キャット・ハンズ」養成講座◯
養成講座を受講して、あなたもキャット・ハンズに仲間入り！
健康づくりサポーター（キャット・ハンズ）とは・・・
　健康づくりに関する経験や知識を活かした活動を自主的に、または区
保健センターのスタッフと一緒に行うボランティア。
＜活動内容＞
・区保健センターの健康教室、
　「キャット・ハンズと歩く健康ウォーキング」等の企画・運営
・毎週定期的なウォーキング活動　など
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●日時・内容（予定）
　①11月５日（水）　・運動の話と運動実技（講師：健康運動指導士）
　②11月12日（水）　・サポーターとは　・活動体験談、交流会
　③11月26日（水）　・グループワーク
　　　　　　　　　・サポーター認定証の交付　ほか
　①～③いずれも午後１時30分～３時30分。
●場所／区役所大会議室
●対象／山科区在住の方で以下に一つでも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
●定員／20名（先着順）
●申し込み方法／10月22日（水）から申し込み先に電話。

“キャット・ハンズ”と一緒に楽しく歩きませんか。
“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング◯
　参加者募集
●日時／平成26年11月20日（木）　※雨天中止
　午前９時30分集合（10時出発、12時帰着予定）
●コース／
　「区役所～射庭の上橋（十条安祥寺川）～勧修寺公園～風呂尻児童公園
　～大元橋～折戸公園～椥辻橋（十条山科川）～区役所」（約5.5km）
●対象／�医師から運動制限をされておらず、区内在住または通勤・通学

をされている方（体調にあわせてご参加ください）
●持ち物／飲み物、歩数計（あれば）、雨具等

参加記念品
あり！

キャット・ハンズ
の方の声

健康について、話し合い、
みんなで意識を高めあっています。

キャット・ハンズで仲間ができて、
毎回楽しみながら活動しています。
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　　　　　（歩きやすい服装と靴でご参加ください）
●定員／先着50名（申し込み必須・先着順）
●申し込み方法／
　�11月６日（木）より、申し込み先に、①氏名（ふりがな）、②年齢、
③住所、④連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス等）、⑤医師か
らの運動制限の有無を添えてお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　区保健センター　成人保健・医療担当
　（電話592-3477、FAX501-6831、メールyamashina-kenko@city.kyoto.jp）

第13回　ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科◯
11月９日（日）午前11時～
　「ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科」が今年も開催！13回目を迎え
る今年も、誰もが楽しめるイベントが盛りだくさん。みんなで一緒に楽
しい１日を過ごしてみませんか。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

やったね！秋まつり
バザー、もぎ店、
ステージ発表、
ゲームコーナー等
午前11時～午後３時30分
問い合わせ先　電話591-8821

軒下バザール
フリーマーケット
午前11時～午後３時
問い合わせ先　電話592-2892
（※雨天中止）

山階児童館まつり
ステージ発表、大道芸、
遊び・工作コーナー
午前11時～午後３時
問い合わせ先
電話594-4880

山科中央老人
福祉センター
文化祭
シニアのステージ
発表　
午前11時～
午後３時30分
問い合わせ先
電話501-0242

やませいあえるフェスタ
ステージ発表、ワークショップ、もぎ店
午前11時～午後３時
問い合わせ先　電話593-4911

山科区社会福祉協議会
ボランティアグループによる催し・野菜販売
午前11時～午後３時30分
問い合わせ先　電話593-1294

洛東高校吹奏楽部と
山階児童館の子どもたちが
パレードをして各会場を
まわります♪
午前10時45分～※雨天中止

スタンプラリー開催！先着500名に景品をプレゼント！

山科別院長福寺

山階児童館

山科青少年活動センター

山科総合
福祉会館

五条通

渋谷街道

三条通

山科合同
福祉センター

西本願寺
山科別院

醍
醐
街
道

外
環
状
線

山
科
商
店
会

山科駅
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●問い合わせ先／
　「ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科」
　連絡協議会事務局：山科商店会　ISHIDA（電話592-2892）

山科カレッジ　山科をまなぶ◯
◆３限目　隨心院の歴史と美術
　隨心院の寺史を辿りつつ、伝わる仏像の優品や、狩野
派の作例から仏教美術の基礎を学びます。
●日時／10月25日（土）午後２時～３時30分
●会場／隨心院（能之間）
●講師／小林裕子氏（京都橘大学文学部准教授）
●定員／100名
●費用／拝観料
●申し込み期限／10月22日（水）
◆４限目　山科と忠臣蔵
　「忠臣蔵」という300年に及ぶ真実の伝承はいかに事件
から文化へと熟成され、そして受け伝えるべきなのか。日
本人の心の物語「忠臣蔵」について学びます。
●日時／11月８日（土）午後２時～３時30分
●会場／区役所大会議室
●講師／進藤秀保氏（大石神社宮司）
●定員／100名
●申し込み期限／11月５日（水）

●申し込み方法／
　�区役所ホームページの申し込みフォームまたは、申し込み先に、
①受講を希望する講座、②氏名、③性別、④年齢、⑤住所、⑥電
話番号、⑦メールアドレス（お持ちの方）を添えてお申し込みく
ださい。
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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山科・醍醐ふれ愛大作戦◯
～みんなが主役～
　こどもから大人まで楽しめるイベントです。みんなで遊びにきてね！
●日時／11月１日（土）午前10時～午後１時（荒天中止）
●場所／山科まち美化事務所
●内容／
　・地域の皆様によるステージ
　・ごみ収集車展示（ごみの積込み体験・写真撮影）
　・子ども服のリユース
　・手作りコーナー（エコ工作・エコ遊び・手形アート等）
　・缶バッジ作り
　・資源物回収
　・授産施設による地元産野菜等の物品販売
●問い合わせ先／山科まち美化事務所（電話�573-2457）

第37回京都矯正展◯
～刑務所に足を運んでみませんか～
　年に１度のイベント「京都矯正展」が今
年も開催されます。普段見ることができな
い世界を体験してみませんか。
●日時／10月25日（土）午前10時～午後４時、
　　　　26日（日）午前９時30分～午後３時30分
●場所／京都刑務所
●内容／
　・全国の刑務所作業製品の展示・販売
　・刑務所内の見学、模擬居室の展示
　・吹奏楽、和太鼓、ジャズバンドの演奏会
　・警察、消防、JR西日本、自衛隊のブース展示
●問い合わせ先／京都刑務所（電話581-2171）

めぐるくん

エコちゃん
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情報掲示板◯

税

「滞納整理強化期間」　―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・休日の納税催告等を
実施します。また、徹底した財産調査（預貯金、給与、不動産等）、差
押えや公売を行い、滞納市税の徴収に努めます。
問い合わせ先　区納税課（電話592-3310）
市・府民税（第３期分）納付期限のお知らせ
　10月31日（金）は、市・府民税�第３期分の納期限です。期限を過ぎると、
延滞金がかかります。（延滞金額が1,000円以上の場合のみ。）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。
問い合わせ先　
課税内容について／区市民税課市民税担当（電話592-3113）
納付相談について／区納税課（電話592-3310）
口座振替について／市納税推進課（電話213-5466）
住宅の建替えに係る固定資産税の軽減措置のお知らせ
　毎年１月１日現在に、住宅の敷地として利用されている土地は、特例
により固定資産税が軽減されますが、同日現在で、既存の住宅の取り壊
し工事をされている土地や、建替え予定の土地には、原則としてこの特
例は適用されません。
　ただし、住宅から住宅への建替えで、一定の要件を満たす場合には、
住宅が未完成の場合でも軽減措置が継続されます。詳しくは、ご相談く
ださい。
問い合わせ先　区固定資産税課（電話592-3165）
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保険年金

新しい保険証をお送りします
　現在お持ちの保険証の有効期限は、11月30日です。新しい保険証は、
11月中旬にお届けします。新たな保険証が届き次第、以下の点をご確
認ください。
①保険証の記載内容に誤りがないか。
②.国民健康保険以外の保険に加入した方や住所を変更した方の届け出
を忘れていないか。
※古い保険証は細かくきざんで処分するか、問い合わせ先にお返しください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
保険料を滞納していると…
　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・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
産の差押えを行うことがあります。保険料の滞納がある場合は至急納付
してください。
　なお、納付が困難な事情がある場合は、問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）

福祉

ひとり親家庭への支援が拡充されました。
①父子福祉資金貸付制度の創設
　10月から新たに、父子家庭の経済的自立への助成や子どもの福祉の
増進を図るための資金を、無利子または低利子で貸し付ける制度を創設
しました。
②児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直し
　これまで児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の
受給者も、12月から（実際の支払いは平成27年４月から）、公的年金給
付等の額に応じて、児童扶養手当の一部が支給されることになりました。
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　制度の利用、申請については、問い合わせ先までお問い合わせください。
問い合わせ先　区支援課（電話592-3247）

お知らせ

来年４月小学校へ入学する新１年生の保護者の方へ
　来年４月の小学校新入学対象者は、平成20年４月２日～平成21年４
月１日に生まれた児童です。入学届等を10月22日頃に送付しますので、
11月５日（水）までに指定の学校へ提出してください。（国・私立小学
校に入学予定、引越し予定の方も同様）入学届等が届かない場合は、区
市民窓口課（電話592-3093）までお問い合わせください。
※就学時健康診断の日程は、入学届の提出時に学校にご確認ください。
問い合わせ先　
入学届について／指定の学校・市教委調査課（電話222-3772）
就学時健診について／指定の学校・市教委体育健康教育室学校保健担当
（電話708-5321）
きのこによる食中毒に注意しましょう！
　毒きのこによる食中毒は、毎年、全国で多数報告されており、京都市
内の山林や河川敷、市街地でも、毒きのこの自生が確認されています。
　食用のきのこと確実に判断できないきのこは絶対に、採らない、食べ
ない、売らない、人にあげないでください。
　きのこを食べて体調を崩したら、医療機関を受診しましょう。
問い合わせ先　区保健センター.食品衛生担当（電話592-3489）
献血
日時　10月30日（木）　10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　山階南小学校。
問い合わせ先　区保健センター.管理担当（電話592-3474）
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相談

無料法律相談
日時　毎週水曜（閉庁日を除く）13:15～15:45（受付終了15:15）。
場所　区第２会議室。
定員　15名。
申し込み方法　当日８:30から整理券配布。先着順。
問い合わせ先　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　11月18日（火）14:00～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　京都府行政書士会第６支部事務局（電話583-3230）
住みよい山科.暮らしの一日合同行政相談
　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。
日時　11月13日（木）13:30～15:30。
場所　区大会議室。
費用　無料。
問い合わせ先　総務省京都行政評価事務所（電話802-1100）

イベント・講座
申し込み・お問い合わせは各施設まで

区保健センター.管理担当（電話592-3474）
第12回.やましな健康・環境フォーラム
　講演「“穏やかな死”が邪魔されてる」。講師：中村仁一氏（社会福祉
法人「同和園」附属診療所所長）。
日時　11月５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）。
定員　150名（先着順）。
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費用　無料。
山科図書館（電話581-0503）
えほんで英語　英語絵本の読み聞かせ
日時　10月18日（土）10:30～
お楽しみ会　絵本の読み聞かせ
日時　10月25日（土）11:00～
よんでよんで赤ちゃんの会　整体体操
日時　11月10日（月）11:00～　
セミナー　93歳の「整体くらし」
日時　10月17日（金）10:30～
テーマ図書の展示と貸出
11月は一般書「食」、えほん「食べ物」。
絵の展示（幼児コーナー）
11月は東山幼稚園園児の作品を展示。
移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
10月22日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
10月27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
東部文化会館（電話502-1012）
第10回コーラスフェスティバルin山科・醍醐
　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。
日時　10月26日（日）13:00～17:00（12:30開場）。
定員　550名（先着順）。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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場所　当該文化会館ホール。
山科区地域介護予防推進センター（電話583-6205）
いきいき筋トレ
　椅子に座りながらできる簡単な運動です。
日時　11月18日～平成27年２月24日（毎週火曜日全12回開催）
　　　９:30～10:30・10:45～11:45。
場所　愛生会山科病院新館５階第１講義室。
対象　区内在住65歳以上の方で、介護認定を受けておられない方。
定員　14名（多数の場合は抽選）。
申し込み方法　10月27日（月）～31日（金）までに当該センターに電話。

第13回　山科区「区民歩こう会」参加募集◯
京都を一望☆絶景コース
スタート.陵ヶ岡小学校→六所神社→花山洞→将軍
塚・山頂公園→将軍塚大日堂→粟田口→ゴール.京
都市美術館（約６km、約２時間）
●日時／12月７日（日）午前９時集合（雨天中止）
●集合場所／陵ヶ岡小学校
●対象／区内在住の方（団体の参加可）
●.申し込み方法／10月15日（水）～11月14日（金）までに、ア、イの
いずれかの方法でお申し込みください。
　ア�各学区体育振興会の役員の方へ直接申し込む。
　イ�①学区名、②氏名（代表者）、③人数を記入のうえ、郵送
　　（11/14の消印有効）または、FAXで申し込み先に申し込む。
●申し込み・問い合わせ先／
　山科区体育振興会連合会事務局：区まちづくり推進担当
　（電話592-3088、FAX502-8881、〒607-8511（住所不要））
※当日天候による実施の有無は、午前８時以降テレフォンサービス
　（電話502-8881）でご確認ください。
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区市民税課職員　青木.八一郎さん
アジアパラ競技大会出場決定！◯

　区市民税課職員の青木八一郎さんが韓国仁川
市で行われる「インチョン2014アジアパラ競技
大会」に出場する「バドミントン（立位ダブルス）
日本代表」に選出されました。
　大学入学を機に、バドミントンを始めた青木さ
んの障害者バドミントンとの出会いは３年前で
した。その後、めきめきと実力をつけ、昨年の「全
日本障害者バドミントン大会」に出場。身長を活
かした角度のあるスマッシュを武器に見事４位
入賞。今大会の出場権を手にしました。
　目標は、今大会でのメダル獲得と、６年後の東京パラリンピックへ
の出場。「障害者バドミントンのパラリンピック正式種目化のためにも、
今大会の自分のプレーを通じ、この競技を多くの人に知ってもらいた
い。」と青木さん。
　アジアパラ競技大会は、10月18日（土）より開催されます。区民の
皆様の応援をよろしくお願いします。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

第１回「山科区民まちづくり会議」が開催されました。◯
　８月８日（金）、「第２期山科区基本計
画」（以下�区基本計画）の進捗状況を評
価し、今後の山科のまちづくりについて
議論する「山科区民まちづくり会議」の
今年度第１回目の会議が開催されまし
た。主な内容は次のとおりです。（会議
の詳しい内容は、区ホームページをご覧ください）
●平成26年度山科区「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」

自身初の国際大会への
出場を前に、練習に熱
を入れる青木さん。
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●�区基本計画に基づく取組の平成26年度実施計画及び平成25年度進捗
評価
●平成27年度以降に重点的に取り組む項目　など
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

区民スポーツ最前線
第50回京都市バレーボール祭◯

　８月31日（日）、ハンナリーズアリーナ
および、市民スポーツ会館で京都市バレ
ーボール祭が開催されました。山科区か
らは４学区から４チームが参加し、山階
チーム、鏡山チーム、音羽チームの３チ
ームが優秀チームとして表彰されました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

「11月23日（日・祝）」開催
ふれあい“やましな”2014区民まつり◯

～前売りセット券を販売します～
●価格／１セット300円
●内容／ジュース・わたがし・ポップコーン・ボールすくい・
　　　　ラッキー抽選くじ
●販売期間／11月４日（火）～21日（金）（土日祝を除く）
●販売場所／区まちづくり推進担当
※フリーマーケット中止について
　会場の一部が下水道工事関連施設として使用されているため、本年も
フリーマーケットは実施することができません。
●問い合わせ先／
　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）
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生活安全スポットニュース◯
飲酒運転等に対する罰則がより厳しくなりました
　「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」（５
月20日施行）により、飲酒運転等による死傷事件を起こした運転者に
対し、その悪質・危険性に応じた処罰ができるようになりました。
　飲酒（薬物）の影響による死傷事故を起こした場合
に、その影響の程度をごまかすために、さらに飲酒（薬
物摂取）をしたり、その場を離れ飲酒（薬物）の濃度
を減少させる場合等の厳罰化を図り、ごまかしや逃げ
得を許さない内容になりました。
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

地域防災最前線◯
住宅用火災警報器の設置状況調査　～ご協力をお願いします～
　山科消防署では、住宅用火災警報器が台所・階段・寝室に設置されて
いるかどうかの確認を強化しています。訪問し不在であったお宅には、
ビラを投函しておりますので、電話・FAX等によるご連絡をお願いします。

「住宅用火災警報器は設置されていますか？どこに付いています
か？」とお聞きします。

　かけがえのない命を守るため、台所・階段・寝室には住宅用火災警報
器を設置しましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

×
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第26回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
連載　区民活動きずなリレー◯

宇宙を身近に感じて　～歴史ある花山天文台でのアートイベント～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　山科盆地から北西の方角を望む
と、山の頂の上に輝く銀色のドーム。
1929年に建設され、日本では２番目
に完成した京都大学大学院理学研究
科附属花山天文台です。設立当初の
建物と望遠鏡が現在も使用され、京
都市の「市民が残したいと思う〝京
都を彩る建物や庭園〟」に認定されるなど、その歴史的価値が注目され
ています。
　現在、Galleryweek2014というアートイベントが実施されており、事
務局の樋本さんにお話しを伺いました。
　「花山天文台には現役の望遠鏡として日本最古のものが今まで使われ
るなど歴史があり、アマチュア天文学の聖地と呼ばれるなど天文学の教
育普及活動の拠点としても重要な役割があります。時代や社会情勢が変
わる中で、この天文台の持つ価値を問いなおし、新たな可能性を探るた
めに、天文台の特徴を活かし、作品を展示します。将来、人類が宇宙に
進出した際に起こりうる問題を中心として、『宇宙で変わるココロとカ
ラダ』というテーマで募集した作品が集まりました。展示の他にも、来
場者が参加型で楽しめるイベントが充実しています。」
　「イベントを実施する宇宙総合学研究ユニットは、人文社会科学を含
む分野横断的なアプローチで、宇宙と人類社会に関する研究を行ってい
ます。このユニット内の、学生主体で作ったチームが、今回のイベント
を企画・運営しています。」

1929 年完成の花山天文台本館
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　運営チームの一員の近江さんは、現代美術が専門の大学４回生です。
「社会との関わりにおける現代アートについて研究しているのですが、
この研究ユニットの話を聞き、天文台の施設を活かしての展示や、技
術を使ったメディアアートに興味を持ち、企画運営に参加しています。」
とのことです。
　花山天文台での展示は10月24日（金）から26日（日）の３日間と、
11月７日（金）から９日（日）の３日間。土日は蹴上駅から無料のシ
ャトルバスが運行されます。現代アートが歴史ある天文台の中でどんな
風に展示され、新しい価値が生まれるのか。区民のみなさん、必見ですよ。
※�詳しくはGalleryweek2014ホームページをご覧ください。（事前申し
込みが必要なイベントもあります）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）


