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迎春
本年もよろしくお願い申し上げます

やましな大冒険２◯
　さあ！山科の魅力を探しに出かけよう!!

山科謎解きスタンプラリー大会
　山科の魅力スポット10カ所をめぐる謎解きスタンプラリ
ー大会を実施します。３カ所以上のスポットで謎を解くと、
オリジナルバッチがもらえるよ！
とき　１月25日（日）午前10時～午後４時
集合場所　区役所２階大会議室
受付時間　スタート：午前10時～11時ゴール：午後１時～４時
場所　�魅力スポット10カ所（毘沙門堂、隨心院、勧修寺、岩屋神社、山

科区役所、清水焼の郷会館、大石神社、もてなすくんの家（リカ
ーコレクション龍野内）、山科図書館、地下鉄山科駅）

※スタンプは、１月30日（金）まで魅力スポットに常設しています。
※デジタルスタンプラリーも同時開催中！
参加費　�大人800円、小学生以下500円（※京阪バス1dayチケット付。

1dayチケット不要の場合は、大人・子どもとも200円）
※小学生以下のお子さまは、必ず保護者の方とご参加ください。

「やましな大冒険」写真展
　山科の魅力がいっぱいの写真展を開催！あなたの
とっておきの１枚をお待ちしています。
とき　３月10日（火）～21日（土）
場所　ラクトギャラリー（地下鉄山科駅）／
　　　やましな大冒険HP
応募期間　１月25日（日）～２月28日（土）
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応募部門
◆山科の魅力「とっておきの１枚部門」
　寺院や史跡、区内で撮影した笑顔の家族写真など山科
の魅力が伝わる「とっておきの１枚」をお送りください。
作品は、ラクトギャラリーに展示するほか市民しんぶん
山科区版でも紹介します。
◆「デジタルスタンプラリー」部門
　魅力スポットで撮影された写真に、デジタルスタンプを押した写真を
送ってください。大冒険HPで紹介します。
※�デジタルスタンプは、次のアドレスからアプリをダウンロードしてく
ださい。http://www.shachihata.co.jp/istamp
応募方法　�写真データを、撮影者氏名／住所／電話番号／応募部門／作

品タイトルを明記のうえ、件名「やましな大冒険写真展応募」
として、申し込み先メールアドレスまでお送りください。

※写真は、JPEG（デジタル画像。15MB以下）形式の写真データに限ります。
※�応募の詳細は、区役所等で配架中のリーフレットか問い合わせ先HP
をご覧ください。

感動！やましなまるごとマルシェ『山科ブース』
とき　２月21日（土）・22日（日）午前11時～午後５時
場所　東野公園（東野八反畑町）
◆山科お野菜プロジェクト！
　山科の農家さん直送の、食べごろ山科野菜が大集合。
山科の野菜をぜひ味わってください。
◆集合！山科のパン屋さん！
　山科の人気ベーカリーのパンが勢ぞろい！

感動！やましなまるごとマルシェとは・・・
　山科の魅力を創出するために結成された「感動！やましなサポータ
ークラブ」会員や山科区内の元気店、京都の有名店によるマルシェ！
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山科こども歌舞伎を見て！体験！
　山科こども歌舞伎を体験してみませんか？塾生によるミニ公演のの
ち、実際の練習に参加していただきます。
とき　３月１日（日）午後１時～３時
場所　区役所２階大会議室
定員　10名（４歳～小学生の子ども）

申し込み先・問い合わせ先
　プログラム名、参加者氏名、住所、年齢、電話番号、メールアドレス
（PCメール受信可のもの）を添えて、HPまたはFAXでお申込みください。
●トラベル京都（受託事業者）
TEL755-5512　FAX757-7154
MAIL�mail@travelkyoto.jp　HP�http://トラベル京都.homepage.jp/

新年のごあいさつ◯
明けましておめでとうございます。
　区民の皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお喜
び申し上げます。
　昨年は、区民の皆さまとの共汗・協働により、「やましなGOGOカフェ」
の開催や「感動！やましなサポータークラブ」の創設、誰もが気軽に立
ち寄れる「フリースペース」の増設など、地域のつながりを深め、山科
の魅力を新たに生み出すための様々な取組を実施してまいりました。多
くの区民の皆さまにご参加、ご協力いただき、心から厚くお礼申し上げ
ます。
　また、平成25年の台風18号による被害を教訓に、滋賀県大津市と「避
難所の相互利用に関する協定」を締結するなど、防災対策に一層力を入
れた一年でもありました。
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　平成27年も、「山科“きずな”支援事業」を通じた皆さまのまちづく
り活動の支援など、区民の皆さまと共に安心・安全で、魅力あふれる山
科のまちづくりに全力で取り組んでまいりますので、より一層のご支援
とご協力をお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりまして、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27年１月
山科区長　石黒　善治

やましなGOGOカフェ参加者募集！◯
　飛び入り参加も大歓迎
　「山科のために何かしたい」、「山科で何かしたい」、「山科のことをも
っと知りたい」と思っているアナタ!!山科のまちづくりについて、一緒
に話し合いませんか？

育てたいあなたのタネを募集します！
　継続して複数回にわたりみんなで考えたいテーマ
を募集します。（テーマを出すことができる人は第
５回、第６回とも出席できる方に限る。）

●日時／第５回　１月22日（木）午後７時～９時30分
　　　　第６回　３月８日（日）午前10時～午後０時30分
●費用／300円（茶菓代）
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●.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氏名、②年齢、③お住まいの市区町村、④連絡先（電話
番号・Ｅメールアドレス）、⑤継続して複数回にわたりみんなで考え
たいテーマ（ご希望の方のみ）を添えてお申し込みください
※託児あり（無料）。ご希望の方は、各回の３日前までにご連絡ください。
●申し込み・問い合わせ先／
　区総務・防災担当（電話592-3066　〒607-8511　住所記入不要）

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業◯
　出し方が分からないなどの理由から、捨てられないままになりがちな
「有害・危険ごみ」またリサイクル可能な「使用済みてんぷら油、古着、
古紙、雑がみ」などの資源物を身近な場所で回収する「有害・危険ごみ
等の移動式拠点回収事業」を以下のとおり実施します。回収品目などの
詳細は、問い合わせ先で配架中のチラシ、ホームページをご覧ください。

●問い合わせ先／山科まち美化事務所（電話573-2457）
　　　　　　　　山科エコまちステーション（電話366-0184）

第４回
GOGO
カフェの
様子

①話したいテーマを出して… ②GOGOカフェ談義！

実施日 時　間 場　所

１月24日（土）
午前９時～11時 陵ヶ岡小学校

午後２時～４時 安朱小学校正門

２月７日（土）
午前９時～11時 音羽小学校正門

午後２時～４時 小金塚集会所

京都市　移動式拠点回収事業 検索
エコちゃん
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山科消防団出初式◯
　新年恒例の山科消防団出初式を開催します。
　消防団員による分列行進訓練や、功績のあった消防団員に対する表彰
を行います。山科区の防火・防災のリーダーとして、地域の安心・安全
を守る消防団員の規律と決意にご声援ください。
●日時／１月18日（日）午前10時～午後０時
●場所／山科中央公園（雨天中止）
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

第20回山科社会福祉大会◯
　区内の福祉関係者の連帯を広げ、地域福祉活動への関心を高めること
を目的に、山科区社会福祉協議会設立20周年記念事業として開催します。
地域福祉に関心がある区民の皆さまのご参加をお待ちしております。
●内容／
・記念講演（テーマ：父帰る～父はなぜ帰れたのか　講師：木津川計氏
　（立命館大学元教授））
・交流懇親会（アトラクション演奏）　他
●日時／２月28日（土）午後２時30分～８時
●場所／京都ホテルオークラ（中京区河原町御池）
●費用／無料
●申し込み方法／申し込み先にご連絡ください。
●申し込み・問い合わせ先／
　山科区社会福祉協議会（電話593-1294　FAX594-0294　
　　　　　　　　　　　　メールfukusi08@mediawars.ne.jp）

文化財防火運動
１月23日（金）～１月29日（木）
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山科区の地域福祉を考える集い◯
～きっかけは居場所づくりから～
　山科区地域福祉推進委員会では、“誰もがゆっくりほっこりできる居場所”
づくりとして、子どもから高齢者まで、障害のある方もない方も、みんな
が気軽に集えるフリースペースを開設しその運営に取り組んでいます。
　今回の集いでは、「居場所」から始まった新しい動きの報告をもとに、
地域で取り組む福祉課題解決の可能性を語り合います。
●内容／講演、実践報告、活動交流等（手話通訳・要約筆記あり）
●日時／１月28日（水）　午後１時30分～４時
●場所／区役所２階大会議室
●対象／興味関心のある方ならどなたでも
●費用／無料
●.申し込み方法／１月26日（月）までに、①代表者名、②参加人数、③
現在活動中の団体名または興味ある活動内容、④連絡先、⑤手話通訳・
要約筆記の有無を添えてFAXにてお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　山科区社会福祉協議会（電話593-1294　FAX594-0294
　　　　　　　　　　　　メールfukusi08@mediawars.ne.jp）

ふれあい“やましな”2015区民ふれあい文化祭「芸能フェア」
ちびっこ力士集まれ!!◯

振分親方（元高見盛関）も来るよ！
　東関部屋の親方へのインタビューや、力士とのふれあいを行います。
奮ってご参加ください！
●日時／２月22日（日）午後３時50分頃～４時20分
●場所／東部文化会館ホール
●費用／無料
●対象／�区内に在住または通園（通学）している満５歳から小学３年生

までの男女15名（応募多数の場合は抽選）
※体操着上下または運動に適した服装でお越しください。
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●申し込み期間／１月15日（木）～２月10日（火）
●申し込み方法／申し込み先に来所またはご連絡ください。
●申し込み先／区まちづくり推進担当
　　　　　　　（電話592-3088　FAX502-8881　〒607-8511　住所記入不要）

「第11回山科夢舞台」を開催◯
　毎年恒例となりました山科夢舞台。今年
のテーマは、「和と輪でつながる京の町～山
科夢物語」です。地域の高校生、大学生が
実行委員会を立ち上げ、自らの力で立案・
企画してゆく手作りのイベントです。地域
の小学生・中学生・高校生・大学生たちの
グループの吹奏楽やダンスなど躍動感のある舞台
が展開されます。
　今回のゲストタレントはテンダラー。たくさん
の方のお越しを、お待ちしています。
●日時／２月１日（日）午後１時～５時
　（開場／午後０時）
●場所／東部文化会館ホール
●費用／無料
●申し込み／不要
●問い合わせ先／（社）山科経済同友会：山科夢舞台実行委員会
　　　　　　　　（電話501-1818）

テンダラー
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健康診査を受けましょう◯
　定期的に健康診査を受け、健康な体を保ちましょう。
青年期健康診査
●対象／�18歳～39歳で、診査・結果説明の２回とも受診

できる方（会社などで同様の診査が受診可能な
方を除く）

●内容／診査：問診、身体・血圧測定、尿検査、血液検査、診察
　　　　結果説明：結果説明、栄養指導
●日時／毎月第２・４金曜日
●受付時間／午前９時～10時30分
●費用／500円（免除制度あり。お問い合わせください）
骨粗しょう症予防健康診査
●対象／18歳～70歳で、診査・結果説明の２回とも受診できる方
　　　　（妊娠および妊娠の可能性がある方を除く）
●内容／診査：問診、身体測定、骨塩定量検査
　　　　（Ｘ線による第２中手骨の直接撮影）
　　　　結果説明：結果説明、栄養指導・保健指導
●日時／毎月第２・４金曜日
●受付時間／午前９時～10時30分
●費用／1,000円（免除制度あり。お問い合わせください）
●予約方法／申し込み先にご連絡ください。（両診査とも予約必須）
●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）

総人口／134,764人
　男性／64,022人
　女性／70,742人
世帯数／59,392世帯
平成26年12月1日現在（山科区推計人口）
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税の申告はお早めに◯
①市・府民税の申告
●期間・申告場所　※土・日・祝日除く
　～３月16日（月）／市税事務所・区役所税窓口
　２月２日（月）～３月16日（月）／区役所税臨時窓口を開設
●.対象／市内在住（平成27年１月１日現在）で、平成26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。
※�所得税の確定申告をした方、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は申告不要。前年に申告された方に１月中
に申告書用紙を送付します。
●問い合わせ先／市税事務所市民税第２担当（電話746-5837）
②所得税・復興特別所得税の確定申告
●期間／２月16日（月）～３月16日（月）。還付申告は２月15日以前でも可。
●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）給与を１か所から受けていて、給与所得以外の所得金額が
　　20万円を超える方。
（３）給与を２カ所以上から受け年末調整をされなかった
　　給与収入と、給与所得・退職所得以外の所得金額との
　　合計額が20万円を超える方。
（４）給与収入が2,000万円を超える方。

●申告会場
♦大阪国税局京都分室２階（申告会場が平成26年分から変わります）
　●場所／東山税務署西隣　
　●時間／午前９時～午後５時（土・日・祝日除く）
♦広域申告センター　※２月22日（日）、３月１日（日）のみ
　●場所／池坊短期大学美心館地階アッセンブリーホール
　　　　　（地下鉄四条駅・阪急烏丸駅26番出口出てすぐ）
　●時間／午前９時～午後５時
　※所得税（譲渡所得を含む）、消費税、贈与税の相談も受け付けます。
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【サラリーマンや年金受給者のための還付申告会場】
※所得税（譲渡所得除く）のみ相談
確定申告期間前に年金受給者、給与所得者の医療費控除等の還付申告を
受け付けます。

【税理士による地区相談会場】
※所得税（譲渡所得除く）のみ相談
確定申告の書き方などのアドバイスを税理士が無料で行います。

☆�いずれの会場も混雑状況により相談受付を早めに締め切る場合があ
ります。
●問い合わせ先／東山税務署（電話561-1131）

27年度　市・府民税の主な変更点◯
①住宅ローン控除の延長・拡充
・�所得税から控除しきれなかった額を、個人市・府民税から控除する制
度の適用期限が、平成29年12月31日まで延長されます。
・�平成26年４月から平成29年12月までに居住を開始された方で、住宅の
対価または費用に係る消費税率が８％または10％の場合の控除限度額（※）
が拡充されます。
※所得税の課税総所得金額等×５％→７％（最高97,500円→136,500円）

場　所 開設日 時　間

東部文化会館
第１・第２会議室 ２月４日（水）～６日（金） 午前10時～12時

午後１時～４時
（受付終了午後３時30分）区役所２階大会議室 ２月10日（火）～13日（金）

（祝日除く）

会　場 開設日 時　間

東部文化会館
第１・第２会議室 ２月19日（木）・20日（金） 午前10時～12時

午後１時～４時
（受付終了午後３時30分）ラクトスポーツプラザ６

階コミュニティールーム ２月25日（水）～27日（金）



14

②上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
　平成26年１月１日以降支払い分から、特例措置による10％（所得税７
％、住民税３％）の軽減税率を廃止し、本則税率の20％（所得税15％、
住民税５％）が適用されます。※平成49年まで復興特別所得税（平成26
年以降0.315％）を加算。
●問い合わせ先／市税事務所市民税第２担当（電話746-5837）

情報掲示板◯

税

滞納整理強化期間
―市民生活を支えるあなたの市税―
　２・３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。
※特別な事情があり市税の納付が困難な場合は、納税相談を実施し
ております。問い合わせ先にお問い合わせください。
問い合わせ先　区納税課（電話592-3310）

保険年金

国民健康保険からのお知らせ
　市国保など医療保険に加入中の40～64歳までの方（介護保険第２号被
保険者）がい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です。
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　ただし、介護保険第２号被保険者が、介護保険適用除外施設に入所さ
れた場合、入所中は介護分保険料がかかりません。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、14日以内に必ず問い合わせ先
にお届けください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

相談

無料法律相談
日時　毎週水曜日（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　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
無料行政相談
日時　２月12日（木）。13:30～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ　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17日（火）。14:00～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ　京都府行政書士会第６支部事務局（電話583-3230）

お知らせ

献血
日時　２月12日（木）10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　グルメシティヒカリ屋駐車場。
問い合わせ　区保健センター　管理担当（電話592-3474）
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京都東ICへの誤進入に注意！
　京都東ICでは、歩行者や自転車、原付バイク等の誤進入が多発していま
す。高速道路は、時速100km近い車が行き交う非常に危険な空間で、立入
は死亡事故などの重大事故につながります。ご注意ください。
問い合わせ　西日本高速道路（株）
　　　　　　関西支社京都高速道路事務所（電話632-1230）

イベント・講座
お問い合わせは各施設まで

山科図書館（電話581-0503）
図書特別整理に伴う臨時休館
日時　２月17日（火）～19日（木）
おたのしみ会　読み聞かせ
日時　１月24日（土）11:00～
よんでよんで赤ちゃんの会
日時　１月19日（月）・２月２日（月）　11:00～
テーマ図書の展示と貸出
２月　一般書「健康」、絵本「からだ」
絵の展示（幼児コーナー）
２月は、洛東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
１月26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28日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
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東部文化会館（電話502-1012）
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「マンドリンと
室内楽　新春サタデーコンサート」
　東部文化会館パートナー団体の「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（共演：山科メディカル・チェンバー・アンサン
ブル）です。
日時　１月24日（土）14:00～16:00（13:30開場）。
定員　550名。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
場所　当文化会館ホール。
山科青少年活動センター（電話593-4911）
頑張る受験生応援自習室！
　気分を変えてやませいの自習室（暖房完備）で勉強してみませんか。
平日夕方や休日には受験生応援カフェも開催しています。
日時　１月～３月の開館時間中毎日。
場所　当センター小会議室他。
対象　市内に在住（在学・在勤）の13歳～30歳までの方。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

山科老人福祉センター　平成27年度受講生募集◯
●期間／平成27年４月～平成28年３月の１年間
●対象／市内在住60歳以上（平成27年４月１日現在）の方
●費用／無料（資料費などは自己負担）
●申し込み期間／２月２日（月）～２月14日（土）
●申し込み方法／申し込み先に来所のうえ、申込用紙に記入し提出。
※定員超過時は２月17日（火）午前10時から公開抽選を行い、
　結果は午後１時からセンター内に掲示します。
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●問い合わせ先／山科老人福祉センター（電話501-1630）

京都市都市緑化推進功労者表彰◯
陵ヶ岡学区自治連合会が受賞
　平成26年10月30日（木）、市民・事業者の皆
様との協働による緑豊かなまちづくりの一環
として、住宅や事業所、公共公益施設等で緑
化を推進するなど緑のまちづくりへの業績が
顕著であるとして、陵ヶ岡学区自治連合会が
「京都市都市緑化推進功労者」に選ばれ、京
都市役所で行われた表彰式で感謝状を授与さ
れました。
　陵ヶ岡学区自治連合会では、平成15年頃か
ら続けられてきた陵ヶ岡地域女性会による植栽活動を引き継ぎ、地下鉄
御陵駅周辺の三条通歩道脇の植樹ますにマツバギクなどの花を植栽さ
れています。定期的な水やりや花の見守り活動により、三条通が花で潤
いのある美しい街並みとなっています。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

生活安全スポットニュース◯
～椥辻交番が一時閉鎖されます～
　来春、椥辻交番は女性警察官による24時間対応可能な交番として運用
を開始する予定です。そのため１月から２月までの間の内、約４週間、
当交番を一時閉鎖し、改修工事を行います。

教室名 開催日時 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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　閉鎖中は、パトカーや隣接交番等によるパトロールを強化
するなど、事件、事故等への対応に万全を期すことといたし
ます。近隣住民の方々には、大変ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解をよろしくお願いいたします。
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

百々体振チームが３位に！
市チャンピオン大会◯

（女子バレーボール）
　平成26年11月16日（日）に、ハンナリー
ズアリーナ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
勝した大塚チームが出場しました。百々チ
ームは準決勝戦、大塚チームは２回戦まで
進出しましたが、惜しくも敗れました。
　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。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

第２回「山科区民まちづくり会議」を開催しました◯
　平成26年12月４日（木）、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２回目が開催されました。主な内容は
次のとおりです。
（会議の詳しい内容は、区役所ホームページをご覧ください）
●次年度の山科区「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」について
●�第２期山科区基本計画の実施状況に係る取組の
評価方法についてなど
●問い合わせ先／区総務・防災担当
　　　　　　　　（電話592-3066）

堂々の３位に輝いた
百々体振チーム
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かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト◯
アンケートにご協力をお願いします
お出かけマップ差し上げます！
　クルマは大変便利なものですが、皆がそう考えるの
で、結局「渋滞」が起こってしまいます。
　この度、市内でも特に渋滞の激しい「山科区の五条
通（国道１号）」の渋滞問題を考えるために、アンケート調査を行うこ
とになりました。
　アンケートにご協力いただいた方には、もれなく鉄道やバスを使った
お出かけのための「お出かけマップ」（山科駅版、東野駅版、椥辻駅版、
小野駅版のうちご希望のものいずれか）を差し上げます！ぜひ、右記方
法でお申し込みいただけますよう調査へのご協力、よろしくお願いいた
します。
●対象／普段からクルマを運転する方で五条通（国道１号）を
　　　　利用する方。
●申し込み期限／１月31日（土）
●.申し込み方法／電子メールの件名に「かしこいクルマの使い方」と記
載し、本文に①氏名、②アンケート送付先の住所、③希望する「お出
かけマップ」の種類を記載して次のアドレス（otayori-kyoto@kkr.mlit.
go.jp）に送付するか、問い合わせ先にお電話でお申し込みください。
●.申し込み・問い合わせ先／
　国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所調査課かしこいクルマの
　使い方担当（電話351-3300）
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自治会・町内会に入って住みよいまちに◯
～自治会・町内会は、まちと人を守っています～
京都市は「地域コミュニティ活性化推進条例」を制定し、自治会・
町内会を中心とする地域活動を応援しています。
●問い合わせ先／
　市地域自治推進室内地域コミュニティサポート
　センター（電話222-3098）

第29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◯

おむすびをにぎって、つながりづくり　～おむすびの会～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　美しく色づいた木々に囲まれた若宮八幡宮。境内にある公会堂では「お
むすびの会」が月に２回開かれ、小さな子どもたちとお母さん、お父さ
んたちが、一緒におむすびをにぎり、お昼ごはんを食べ、ゆっくりした
時間を過ごしています。
　取材に伺った日の参加者は総勢約20人。３種類のおむすびがお皿に並
び、味噌汁が作られていました。「手の空いている人が進めてくれるん
ですよ。食器や調理道具の場所もすっかり覚えていただいて。」と、会
を立ち上げた中村さん。「子どもが小さい時は目が離せなくて、お昼ご
飯を食べさせるのもひと苦労です。こうやってみんなで用意してみんな
で食べれば、ひとりではしんどいことも
楽しくできます。」

にぎやかな食卓です！
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　会のきっかけは、中村さんがお願いしていたファミリーサポートの中
西さんの、子育て中の親が集まれる場所を作りたいという思い。「今は
実家が遠かったり忙しすぎたりして、しんどい思いをしているお母さん
が多いです。特に子どもが小さいうちは孤立しがちで、おしゃべりでき
るような場所が必要です。」７月に中村さん、中西さんとで一緒に始め、
七夕、地蔵盆、お月見など、季節に合わせたイベントも企画してきまし
た。参加者は主に口コミでつながった方です。
　参加者に伺いました。「子育ての最初は孤独で、親同士が話せる場を
すごく求めていました。参加者が一緒に作って食べる機会は他にはなく、
とても楽しんでいます。同じものを食べるのっていいですね。」「２人子
どもがいると下の子に手が取られて上の子を自由に遊ばせられないん
ですが、ここでは他の人がいて助かります。幼稚園のことを先輩ママに
聞けるのも魅力です。」
　食事の後は、お昼寝をする子、境内で遊ぶ子など、思い思いの過ごし
方。このゆるい内容も魅力のようです。「近所の方が家庭菜園に招いて
くださり、落花生を一緒に収穫させてもらったんですよ。野菜もよくい
ただきます。」と中村さんはうれしそうです。
　おむすびをきっかけにして、話が弾み遊びの輪も広がり、地域とのつ
ながりもできていく。ゆったりとした時間がながれている「おむすびの
会」では、親のつながりも育つ中、子どもも成長しているようです。
●問い合わせ先／記事について：区総務・防災担当（電話�592-3066）
　　　　　　　　「おむすびの会」について：おむすびの会
　　　　　　　　（中村潔建築設計事務所内）（電話201-7521）


