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◯第13回やましな栄誉賞
日本警察犬協会公認一等訓練士長　竹本昌生さんが受賞
　やましな栄誉賞は、スポーツ、文化および産業
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13回目となる「やましな栄誉賞」には、長年
にわたり、日本警察犬協会訓練士として、警察犬
の訓練指導、捜査協力や指導教養に当たられた
竹本昌生さんが選ばれました。竹本さんは全国
でも数少ない日本警察犬協会公認一等訓練士長で、現在の警察犬の臭
気選別方法を開発され、数々の難事件解決にも貢献されてきました。今
回の受賞は、長年の実績と功績が高く評価されたものです。
　竹本さんには、賞状のほか記念品が贈呈されます。

略歴
・昭和２年生まれ
・昭和23年　ライトマン京都警察犬訓練所　開設
・昭和44年　�京都府警察嘱託警察犬制度発足に伴い全国の直轄警察

犬専任指導員に就任
・昭和45年　臭気採集保存方法を研究開発し実用化に成功
・昭和48年　�日本警察犬協会公認一等
　　　　　　訓練士長　昇格
・平成16年　黄綬褒章受章

表彰式
・日時　２月22日（日）午前10時50分～
・場所　東部文化会館ホール
　※�区民ふれあい文化祭「区民芸能フェア」の
冒頭で実施

受賞者　竹本.昌生さん
（たけもと.まさお）
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やましな栄誉賞　記念品
青抹陶長丸雲錦（あおまつとうながまるうんきん）
三代目　斉藤雲楽（伝統工芸士、京都市伝統産業技術功労者）作
　この壺に描かれている雲錦文は、16世紀末、豊臣秀吉の「京の満
開の桜と紅葉の美しさを同時に見たい」という命により、時の名工
が制作したと言われています。
　この雲錦文は、雲楽窯で開発された「青抹陶釉」という艶消しの
釉薬が使用されています。三代目斉藤雲楽の釉薬
の特徴は、年代を重ねると奥深い重厚な色合いに
変化します。
　竹本さんが、これからもお元気でご活躍される
ことを願い、この飾り壺をお贈りします。
制作：清水焼団地協同組合

●問い合わせ先／
　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）

◯ふれあい“やましな”2015　区民ふれあい文化祭を開催
２月22日（日）入場無料
場所／東部文化会館
　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。
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区民芸能フェア
●時間／午前10時30分～午後４時30分ごろ
　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。
　振分親方（元高見盛関）へのインタビューや力士とちびっこ力士の
　ふれあいも行います。
お茶席／1席200円
●時間／午前10時～午後4時
　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）

　子どもからお年寄りまで気軽に参加できる区民ふれ
あい文化祭。ぜひお越しください。

京都市長　門川.大作

●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）

◯さあ！山科の魅力を探しに出かけよう!!
山科・感動ツーリズム推進事業

「やましな大冒険」写真展
３月10日（火）～21日（土・祝）
●場所／ラクトギャラリー（地下鉄山科駅）、やましな大冒険ホームページ
　　　　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。
●応募期間／１月25日（日）～２月28日（土）
●応募部門／
　①山科の魅力「とっておきの１枚」部門
寺院や史跡、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。
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　②「デジタルスタンプラリー」部門
魅力スポット10ヶ所で撮影された写真に、デジタルスタンプ（※）を
押した写真をお送りください。
※�お持ちのスマートフォン、タブレット端末等から、アプリをダウン
ロードし、ご利用ください。

●.魅力スポット：岩屋神社・大石神社・勧修寺・清水焼の郷会
館・区役所・隨心院・地下鉄山科駅・毘沙門堂・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

●.応募方法／①撮影者氏名、②住所、③電話番号、④応募部門、⑤作品
タイトルを添え、件名に「やましな大冒険写真展応募」と記載し、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る。
※お送りいただいた写真の著作権は、京都市に帰属します。

山科こども歌舞伎を見て！体験！
３月１日（日）午後１時～３時
　幼稚園から小学生のこども達が演じる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後、実際の練習に参加していただ
きます。
●場所／区役所２階大会議室
●定員／10名程度（４歳～小学生の子どもとその保護者）
●費用／無料
●申し込み・問い合わせ先／
　トラベル京都（受託事業者）
　（電話755-5512　FAX757-7154　メールアドレスmail@travelkyoto.jp）

istamp 検索

やましな大冒険 検索詳しくは…



7

大好評！第３回　感動！やましなまるごとマルシェ
２月21日（土）・22日（日）　午前11時～午後５時
22日（日）はふれあい文化祭と同時開催
　区内の元気店をはじめ京都市内の有名店が
山科に集結！“おいしい”１日をお過ごしくだ
さい。大道芸・ゲームコーナーもあるよ。今年
度最後の開催です。
●場所／東野公園
注目
●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。山科野菜を紹介するリーフレットも同時配
布します。

●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。菓子パン、惣菜パン、バケッ
トにカンパーニュ。あなたはどんなパンがお好きですか。
●問い合わせ先／京都・やましな観光ウィーク実行委員会運営事務局
　（株式会社関広（受託事業者）（電話212-5232）

地域包括支援センター　介護予防事業
◯京都サンガF.C.健康アカデミー
　京都サンガF.C.より講師をお迎えし、サッカーボールを使った健康教
室を行います。楽しく身体を動かしましょう。
●日時／３月６日（金）午前10時～11時30分（受付９時30分～）
●場所／山科地域体育館
●内容／サッカーボールを使用した健康体操、ラインダンス等
●対象／運動制限がされていない60歳以上の方
●定員／100名（先着順）
●参加費／無料

山科劇場 検索詳しくは…

第２回　感動！やましな
まるごとマルシェの様子
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●持ち物／運動できる服装、屋内用シューズ、タオル、飲料水
●.申し込み方法／２月25日（水）までに、申し込み先の各地域包括支援
センター（お住まいの学区別）まで。
●問い合わせ先／勧修地域包括支援センター（電話595-7736）

ふれあいファミリー食セミナー
◯「春休みキッズクッキング」
～食育指導員さんと一緒に春のクッキングにチャレンジ！～
●日時／３月25日（水）午前10時～午後０時30分
●場所／区役所２階栄養指導室
●内容／食材学習、調理実習、試食
●対象／区内在住の小学校５～６年生（保護者が送迎できる方）
●定員／15名（先着順）
●参加費／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル
●.申し込み方法／３月２日（月）から電話または窓口にてお申し込みく
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）

◯京都刑務所見学会
～刑務所を見学してみませんか～
　京都刑務所見学会を開催します。普段は見られない施設を見学して
みませんか。

お住まいの学区 申し込み先.（地域包括支援センター）

音羽・音羽川・大塚 音羽� （☎595-8139）

安朱・山階・西野 山階� （☎583-5833）

山階南・百々・勧修 勧修� （☎595-7736）

大宅・小野 大宅� （☎572-6660）

陵ヶ岡・鏡山 日ノ岡�（☎595-5575）
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●内容／工場、運動場、居室、浴場の見学等
●日時／３月12日（木）午後１時30分～３時（予定）
●場所／京都刑務所
●定員／40人（申し込み多数の場合は抽選）
●費用／無料
●.申し込み方法／ハガキに「見学希望」と明記し、①氏名（ふりがな）、②
職業、③住所、④電話番号、⑤年齢、⑥性別を添えて申し込み先に送付。
（２月28日消印有効）
※18歳未満の方の参加は、保護者の同伴がある場合に限ります。
●申し込み・問い合わせ先／
　京都刑務所（電話581-2171　〒607-8144　東野井ノ上町20）

◯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？
●日時／３月８日（日）　
　　　　午前10時～午後０時30分
　　　　本年度最終回です
●費用／300円（茶菓代）
●.申し込み方法／区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）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、３月５日（木）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　FAX502-1639　〒607-8511　住所記入不要）

②GOGOカフェ談義！

①話したいテーマを出して…

GOGO
カフェの
様子
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HP、facebookで情報配信中！

総人口／134,715人
　男性／ 64,004人
　女性／ 70,711人
世帯数／59,401世帯
平成27年１月1日現在（山科区推計人口）

◯情報掲示板

税

３月２日（月）は、固定資産税・都市計画税第４期分の納期限です
　納期限を過ぎると、延滞金がかかります（延滞金額が1,000円未満の
場合を除く）。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／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）

保険・年金

保険料の納付は口座振替が便利です
　国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付に口座振替をご利用
いただくと、毎月保険料を納めに行く手間が省け便利です。
※本人名義以外の口座から引き落とすこともできます。また、年金から
の引落し（特別徴収）による納付の方で、口座振替へご変更の場合は、問

やましなGOGOカフェ 検索
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い合わせ先に納付方法の変更をお申し出ください。
必要なもの　納入通知書や領収書など、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）が分かるもの、預（貯）金通帳、口座
の届出印
申し込み方法　金融機関または問い合わせ先へ
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
ペイジー口座振替受付サービス
　口座の届出印なしで国民健康保険料の口座振替の申し込みができる
サービスです。ぜひご利用ください。
※後期高齢者医療保険料は対象外。
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、滋賀銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行。
必要なもの　キャッシュカード、国保番号等が分かるもの。
申し込み方法・問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

福祉

児童扶養手当・特別児童扶養手当について
①各種手当の請求手続きはお早目に
　請求日の翌月からの支給となりますので、次の支給対象に当てはま
る方は、問い合わせ先でお早目に手続きをお願いします。
（１）児童扶養手当
・支給対象
　離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども（※）がい
る家庭（ひとり親家庭）
※�18歳に到達後、最初の３月31日までの子ども（特別児童扶養手当
の対象となる程度の障害がある場合は20歳未満）



12

・支給額
　養育費を含む前年の所得額に応じ支給（対象児童が１人の場合は
最大月額41,020円、２人の場合は5,000円、３人目以降は1人増えるご
とに3,000円が加算）
（２）特別児童扶養手当
・支給対象
　中程度以上の知的・精神・身体障害のある20歳未満の児童を家
庭で養育している父母等
・支給額
　障害の程度に応じ支給（１級49,900円、２級33,230円（月額・児童
一人あたり））

問い合わせ先　（１）について／区支援課支援第一担当（電話592-3247）
　　　　　　　（２）について／区支援課支援第二担当（電話592-3243）
②児童扶養手当の支給要件の変更について
　これまでは、公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給でき
ませんでしたが、平成26年12月１日から、年金額が児童扶養手当額より
低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
　差額分の手当は、申請日の翌月から支給されますので、問い合わせ先
でお早目にお手続きをお願いいたします。
※これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給でき
なかった方のうち、平成26年12月１日に支給要件を満たしている方は、３
月31日までに申請すれば12月分からの差額分の手当が支給されます。
問い合わせ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）
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お知らせ

献血
３月11日（水）10:00～11:30・12:30～16:00　場所　鏡山小
３月23日（月）10:00～11:30・12:30～16:00　場所　山階南小
３月24日（火）10:00～11:30・12:30～16:00　場所　勧修小
問い合わせ先　区保健センター　管理担当（電話592-3474）
京都市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。
日時　２月23日（月）～３月９日（月）８:30～17:00。
場所　伏見区選挙管理委員会（伏見区役所内）。
問い合わせ先　市選挙管理委員会（電話241-9250）

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12日（木）。13:30～16:00。
場所　区第２会議室。
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　３月17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）
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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）～２月19日（木）
えほんで英語　英語絵本の読み聞かせ
日時　２月21日（土）10:30～
おたのしみ会
日時　２月28日（土）10:30～　絵本の読み聞かせ
11:00～Head�Shouldersで遊ぼう！（英語で手遊び）
よんでよんで赤ちゃんの会　赤ちゃん絵本の読み聞かせ
日時　３月２日（月）11:00～
テーマ図書の展示と貸出
３月は、一般書「京都」、絵本「のりもの」
絵の展示（幼児コーナー）
３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
２月23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
２月25日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
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山科青少年活動センター（電話593-4911）
（メールyamashina@ys-kyoto.org）
若者の「いま」を考えるサロン　連続企画第３回
　福岡で若者の非行問題に取り組まれている土井ファミリーホーム代
表の土井高徳さんをゲストスピーカーにお招きし、地域の若者のため
に大人たちができることを考えます。
日時　３月14日（土）14:00～17:00。
場所　当センター。
定員　50名（先着順）。
申し込み方法　当センターに電話、メールまたは来所。
山科中央老人福祉センター（電話501-0242）
平成27年度初心者レッスン受講生募集
　平成27年度に開講する各講座の受講生を募集します。
対象　市内在住60歳以上（平成27年４月１日現在）で初心者の方。
費用　無料（資料代等は自己負担）。
申し込み方法　２月12日（木）～３月４日（水）に、当センターに来所の
うえ、申し込み用紙に記入し提出。※定員超過時は３月６日（金）に、公
開抽選を行い、結果は３月７日（土）から３月20日（金）まで当センターに
掲示します。
●募集教室一覧

教室名 曜　日 時　間 定　員
ウクレレ

第1・3火曜日
13：30～15：30 20名

民謡 13：30～15：00 20名
健康ダンス 第1・3水曜日 13：30～15：30 35名
コーラス 第2・4月曜日 12：30～14：00 40名
織物

第2・4火曜日
13：30～15：30 15名

絵手紙 13：00～15：00 25名
ちぎり絵 第2・4水曜日 13：30～15：30 15名
健康麻雀 第2・4木曜日 15：00～17：00 16名
パッチワーク 第2・4金曜日 13：30～15：30 20名
太極拳 第1～4金曜日 10：00～11：30 30名

ストレッチ 第1・3土曜日 10：00～10：50
11：00～11：50 各30名
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京都ハンナリーズ　山科区民デー
3月14日（土）・15日（日）VS滋賀レイクスターズ
bjリーグ初優勝へ突き進む京都ハンナリー
ズを応援しよう！
●日時／３月14日（土）
　　　　午後６時～、15日（日）午後１時～
●会場／ハンナリーズアリーナ
　　　　（西京極総合運動公園内）
特別企画①
各日１階指定席５組10名様、
２階自由席15組30名様をご招待！
●対象／区内在住の方
●.申し込み方法／京都ハンナリーズホーム
ページから申し込むか、往復はがきに次の必要事項を記載し、申し込
み先に送付。（２月28日消印有効）【往信用裏面】①住所、②氏名（ふり
がな）、③電話番号、④希望日、⑤希望席種【返信用表面】①住所（郵便
番号を含む）、②氏名
特別企画②
２階自由席を特別料金（一般1,000円、小中学生700円）で入場可能！
●.対象／�区内在住または通勤、通学されている方（区内在住、在勤、在学

を証明できるもの、または本紙を会場入口で提示してください）
●申し込み・問い合わせ先／
　スポーツコミュニケーションKYOTO株式会社山科区民デー招待係
　（電話050-5533-5588　〒601-8046　南区東九条西山町８）

◯ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう！
　ノロウイルスによる食中毒の予防には、十分な手洗い、十分な食品の
加熱、そして施設や調理器具の消毒が重要です。ノロウイルスに有効な
塩素系消毒液の作り方を学び、食中毒を予防しましょう。

薦田拓也選手
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【塩素系消毒液の作り方】
※消毒用アルコールはノロウイルスに対し効果はありません。
●.準備するもの／塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム５％）、水道水、
500mlペットボトルとそのキャップ
①通常の消毒用
　水道水500ml（500mlペットボトル１本分）に塩素系
漂白剤を2.5ml（キャップ半杯分）入れてふたをして
よく振って混ぜ合わせてください。

②嘔吐物が付いた床等の汚染がひどい場合の消毒用
　水道水500ml（ 500mlペットボトル１本分）に塩素系
漂白剤を10ml（キャップ２杯分）入れて、ふたをして、よ
く振って混ぜ合わせてください。
※�誤って飲まないように注意し、早めに使用してくだ
さい。また、金属製の調理器具には煮沸消毒が有効
です。
●問い合わせ先／区保健センター　食品衛生担当（電話592-3489）

◯大好評！「アートロードなぎつじ」展示作品募集
　地下鉄東西線椥辻駅に、区民のみなさまの芸術作品を展示するアー
トスペース「アートロードなぎつじ」を設置しています。あなたの力作を
展示してみませんか。奮ってご応募ください。
●展示スペース／
　・掲示板タイプ（５基）
　・ショーケースタイプ（２基）
●展示期間／
　①４月９日（木）～５月６日（水）
　②５月７日（木）～６月３日（水）
　③６月４日（木）～７月１日（水）
　④７月２日（木）～７月29日（水）

↑キャップ
半杯分

↑キャップ
２杯分
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　⑤７月30日（木）～８月26日（水）
※⑤より後の日程はお問い合わせください。
●費用／無料
●.申し込み期間／展示開始日の３カ月前の日
から、２週間前まで。先着順。申し込み開始日
に複数の申し込みがあった場合は抽選。申し
込み時点によっては受付が終了している場
合があります。
●申し込み方法／
　区役所、東部文化会館等に設置の所定用紙に
必要事項を記入のうえ、申し込み先に提出（持
参または郵送）。
●申し込み先／東部文化会館
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

◯国民年金こんなときには届出を
　日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方で、次の①～③のいずれか
に当てはまる方は、国民年金の第１号被保険者として加入する必要が
あります（第２号または第３号被保険者の方は除く）。加入の届け出が
まだの方は、至急届け出をお願いします。
①20歳になったとき
②�会社などを退職し、厚生年金保険または共済組合等の資格を喪失し
たとき
③�第３号被保険者が厚生年金保険または共済組合等の加入者の扶養
から外れたとき
※�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年金事務
所へ届け出てください。

展示イメージ

掲示板タイプ

ショーケースタイプ
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　届け出をしなかったり、保険料を未納にしておくと、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や、将来の年金の
請求に時間を要する場合があります。人生の節目には、必ず届け出ま
しょう。
※�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も、希望すれば国民年金に加入することが
できます。（すでに480月納付済の方を除く）
●問い合わせ先／区保険年金課　保険給付・年金担当（電話592-3109）

◯山科区民ごみ減量エコバスツアー
～ごみの行方を探検しよう～
　日々の生活と切っても切れないごみ。暮らしに身近なごみ問題を見
つめ直し、ごみ出しマナーやごみ減量に取り組むきっかけとして、ごみ
処理施設の見学会を開催します。
●日時／３月20日（金）午後０時50分～４時（午後０時40分集合）
●集合場所／区役所正面玄関
●見学先／エコランド音羽の杜
●費用／無料
●対象／区内在住の方（小学生以下は保護者同伴必須）
●定員／30名（先着順）
●.申し込み方法／２月17日（火）～３月６日（金）までに、京都いつでも
コール（電話661-3755）へ電話。
●問い合わせ先／山科エコまちステーション（電話366-0184）

◯生活安全スポットニュース
～盗難・詐欺被害に要注意！～
　自転車やオートバイの盗難被害が増えています。自転車やオートバ
イを盗まれないようにするために、次の３点に気を付けましょう。

この事業には
家庭ごみの有料
指定袋の収入が
使われています
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①止める時は短い時間でも必ず鍵をかける。
②ワイヤーロックなどを使い、二つの鍵をかける。
③自転車は、定められた場所に止める。
　また、区内では、電話で警察官等をかたり、現金をだまし取る詐欺被
害が多発しています。不審な電話には注意し、緊急の場合は、問い合わ
せ先に連絡するか、110番をしてください。
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

◯平成26年度　胃がん検診.未受診の方へ
　今年度まだ胃がん検診を受診されていない方は、検診を受診しましょう。
●検診日／火曜日・木曜日　午前９時～（予約必須）
●対象／市内在住40歳以上の方
●費用／千円（免除制度有）
●検診場所／区保健センター　34番窓口
※�大腸がん検診（ 300円）や肺がん検診（無料ただし、胃がん検診受診者
のみ対象）との同時受診も可能です。
●予約方法／予約先に電話
●予約・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）

区民スポーツ最前線
◯『京都・ギネスに挑戦!』2014
音羽前田北町内会が見事第１位!!
　昨年の音羽学区民体育祭において『京都・ギネスに挑戦！』2014に登
録し、30秒間に入れた玉の個数を競う玉入れ（20人の部）で、音羽前田北
町内会が50個の玉を入れる快挙を成し遂げ、同種目に参加の82チーム
中、見事１位に輝きました。皆さんも京都・ギネスに挑
戦し、京都一を目指してみてはいかがでしょうか。



21

『京都・ギネスに挑戦！』とは…
　京都府、京都新聞社の共催事業で、挑戦期間中に府内各所で実施
される運動会の中で、玉入れや大縄跳び、むかで競争などの種目に参
加され、優秀な成績を収められた団体などが表彰を受けられるもの。

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

◯市政協力委員をご存じですか
　市政協力委員は、市民の皆様と市政のつなぎ手
として、市民しんぶんや選挙公報の配布、市政広報
ポスターの掲示、地域の意見・要望の取次ぎなど、
市政・区政の推進に欠かすことができない重要な役割を担っています。
　自分たちのまちは自分たちで良くしていくためにも、地域コミュニ
ティの活性化にご協力をお願いします。
●問い合わせ先／
　市地域自治推進室地域づくり推進担当（電話222-3049）
　区まちづくり推進担当（電話592-3088）


