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.◯鏡山循環系統バスの本格運行決定!!
　地域の皆さんからのご要望を受け、２年間、
試行的に運行をしてきた京阪バス鏡山循環系
統バスが、３月23日（月）から本格運行をする
ことが決まりました。
　乗客数が伸び悩む中、鏡山学区自治連合会
と区役所が連携して、モビリティ・マネジメ
ント事業（※）を実施し、地域の皆さんが積極
的にバスに乗っていただいたおか
げです。
　今後も“地域の足”として、バス
を利用しましょう！
●問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当
　（電話592-3088）

※「モビリティ・マネジメント事業」とは･･･
　過度に車に頼る状態から公共交通や徒歩などを含めた
交通手段を適度に利用する状態へと少しずつ変えていく
取組

「車に頼りすぎない暮らし」をお勧めします！
できるだけクルマの利用を控え、公共交通機関を利用しましょう
３つの利点
①健康にいい！
　歩く機会を増やすことで、健康増進につながります。
②まちの活力にいい！
　車では見過ごしていたお店を発見。
　買い物や食事をすると、まちが賑わいます。

【運行経路図】

中道町 岸ノ下町

西今屋敷
京都薬科大学

五条別

外環三条

今屋敷

北花山

石塚町

御陵
陵ヶ岡天智天皇陵

地蔵寺

※運行経路・ダイヤに変更なし
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③環境にいい！
　二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を減らすには、
　車の利用を控えることが非常に有効です。
●問い合わせ先／市歩くまち京都推進室（電話222-3483）

引越しの季節に
.◯区役所を日曜日臨時開所します

３月22日、29日、４月５日
市民窓口課において、届出・申請等の業務を行います。
【開所時間】　午前９時～正午
【取扱業務】　�転入・転出・転居届、戸籍の届出、印鑑登録の申請、住民

票の写し・印鑑登録証明書等の発行など。
※�税関係証明書の発行など一部取り扱えない業務があります。また、上
記の取扱業務でも、他機関が閉庁している等の理由により、その場で
対応できない場合があります。
※�同日、エコまちステーション、上下水道局営業所の臨時窓口も業務を
行います。
●問い合わせ先／区市民窓口課（電話592-3094）

住民票の写し等の証明書発行は…
.◯地下鉄山科駅証明書発行コーナーをご利用ください

【開所日時】　平日　午前８時30分～午後７時　
土・日曜日　午前８時30分～午後５時
（祝日・振替休日・国民の休日・年末年始は休み）

【取扱業務】　�住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、
税関係証明書、戸籍関係証明書（右京区・左京区・伏見区
を本籍とする人に限る）の発行。
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※�お越しの際は、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）をお持ちく
ださい。印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証（カード）が必要で
す（平日の午後５時以降および土日は、税関係証明書の即日発行不可。
受付のみ行い、発行は翌開所日以降になります）。
●問い合わせ先／市地域自治推進室（電話222-3085）

.◯「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！
区内の寺院や史跡、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」をぜひご覧ください。
●日時／３月10日（火）～21日（土）
●場所／ラクトギャラリー（地下鉄山科駅）、やましな大冒険ホームページ
●問い合わせ先／トラベル京都（受託事業者）（電話755-5512）、
　　　　　　　　区総務・防災担当（電話592-3066）

.◯４月12日（日）は京都市議会議員・京都府議会議員一般
　.選挙の投票日です。必ず投票しましょう。
４月３日（金）告示、期日前・不在者投票は４月４日（土）～11日（土）に
実施します。
　平成26年12月14日衆議院議員総選挙から、第４投票
所の投票場所が、京都薬科大学から御陵市営住宅集会
所に変更されています。
　また、椥辻東浦町の一部（外環状線以東）および椥辻中在家町の一部
（18番地～27番地）にお住まいの方の投票場所が、第15投票所（区役所）
から、第21投票所（京都刑務所職員待機所）に変更されています。
　該当地域にお住まいの方は、投票所の確認をお願いします。
●問い合わせ先／区選挙管理委員会事務局（電話592-3066）

やましな大冒険 検索詳しくは…
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地下鉄山科駅をステキな音色が包みます
.◯「ナイス・ミート.in.山科」開催

　区民の皆さまに、歌や踊りなどの披露の場として親しまれてきた
「アートパフォーマンス�in�山科駅」がリニューアル。４月から、「ナイス・
ミート�in�山科」として生まれ変わります。
　ステキな音色で包まれた地下鉄山科駅にて、土曜日の優雅なひとと
きを過ごしてみませんか。奮ってご来場ください。
●日時／４月18日、５月９日、６月27日（以降各月１回、土曜日に開催）
　　　　午後４時～（１時間程度）
●会場／地下鉄山科駅「音の広場」
●費用／無料
●出演者（４月18日）／
　・Sweet&Bitter.
　・よし笛演奏グループ　湖風音（こぶね）
　・徳山流現代津軽三味線京琵泉
※�５月以降の出演者、７月以降の開催日は、問い合わせ先にお問い合わ
せください。
※�ご観覧いただく際は、通行のお客様の妨げにならないようにご注意
ください。
●問い合わせ先／交通局高速鉄道部営業課（電話863-5213）

音の広場での演奏の様子
（Sweet&Bitter.）

三条通三条通

京都薬科大学京都薬科大学

公会堂公会堂

御陵市営
住宅集会所
御陵市営
住宅集会所

アヴェ・マリア
幼稚園
アヴェ・マリア
幼稚園

京
都
薬
科
大
学

グ
ラ
ウ
ン
ド

京
都
薬
科
大
学

グ
ラ
ウ
ン
ド

第４投票所
国道1号線国道1号線

外
環
状
線

外
環
状
線

東海道新幹線東海道新幹線

妙見道妙見道

京都刑務所京都刑務所

矢印を参考に妙見道からお入りください。矢印を参考に妙見道からお入りください。

京都刑務所
職員宿舎
京都刑務所
職員宿舎

京都刑務所
職員待機所
京都刑務所
職員待機所

テニス
コート
テニス
コート

東野東野

第21投票所
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区民スポーツ最前線
.◯平成27年度使用登録団体を募集します

―大宅中学校夜間校庭開放事業―
　昼間にスポーツをする時間がない社会人の方にスポー
ツを楽しんでいただくとともに、地域のスポーツ振興を図
るため、大宅中学校で夜間校庭開放事業を実施しています。施設を利用
し、スポーツで心地よい汗を流してみませんか。
●使用時間／午後７時～９時
●費用／500円（１時間）�
●実施可能なスポーツ／ソフトボール、
　グラウンドゴルフ、フットサル等
※�ご利用には事前の団体登録が必要です。
お住まいの学区の体育振興会にお問い合わせください。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

.◯はねず踊りと今様
３月29日（日）
午前11時・午後０時30分・午後１時30分・午後３時（計４回）
　山科の春の風物詩「はねず踊り」。満開
の梅の香りがただよう会場で、小野小町・
深草少将に扮した少女が踊る催しをぜひ
ご覧ください。
●場所／隨心院境内（雨天時は能之間）
●費用／大人1,000円、中学生800円（拝観・梅園入園料含む）
●問い合わせ先／はねず踊り保存会（電話571-0025）

.◯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。
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●展示スペース／
　①掲示板タイプ５基
　②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）
　⑤７月30日（木）～８月26日（水）
※⑤より後の日程は問い合わせ先に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。
※展示期間によっては、申し込み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）

.◯犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく
　生後91日以上の飼い犬は、毎年一回の狂犬病予防注射と生涯一回の
登録が義務付けられています。以下の日程でお越しになれない方は、動
物病院で必ず受けてください。
●費用／注射のみ：3,300円　登録と注射：6,900円

展示イメージ

ショーケースタイプ
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●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

第40回　山科義士まつり
.◯写真コンクール入賞作品をご紹介！

　第40回山科義士まつり（平成26年12月14日開催）をテーマにした写
真コンクールで、上位入賞された方の作品（計９点）をご紹介します。

山科義士まつり実行委員会会長賞　
「出陣、エイ、エイ、オー」　
中山�藤晤さん

山科区長賞　
「銀杏落葉を踏みしめて～岩屋寺～」　
髙岡�秀子さん

会　場 日時（日程は全て４月）
鏡山小 ２日（木）　午後２時～３時30分
音羽川小 ３日（金）　午後１時30分～２時30分
山階小 ３日（金）　午後３時～４時
山階南小 ６日（月）　午後２時～３時30分
四ノ宮地蔵堂 ７日（火）　午後１時30分～２時
安朱小（正門） ７日（火）　午後２時30分～３時30分
大塚自治会館 ８日（水）　午後２時～３時
花山中 ９日（木）　午後２時～３時30分
音羽小 10日（金）　午後２時～３時
理容あかつき駐車場 13日（月）　午後２時～３時
陵ヶ岡小 14日（火）　午後２時～３時
百々小 15日（水）　午後２時～３時30分
小野自治会館 16日（木）　午後２時～３時
大宅小（南門） 17日（金）　午後２時～３時
区保健センター 19日（日）　午後２時～３時30分
勧修小 20日（月）　午後２時～３時30分
小金塚集会所 21日（火）　午後２時～３時
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大石神社賞.「ついてこい！」� 京都新聞賞.「砦の守り」
山本�仁美さん� 木村�優太さん

入選

「覚悟の討ち入り」�「志気結束」� 「勝鬨」　
塩見�芳隆さん� 青木�進さん� 寺嶋�良昌さん

「40回.おめでとう!!� 「出立前」　
魂の足音、義士行列。」� 𠮷川�浩美さん
坂口�篤司さん

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）



11

総人口／134,589人
　男性／63,924人
　女性／70,665人
世帯数／59,359世帯
平成27年２月1日現在（山科区推計人口）

.◯情報掲示板

保険・年金

―就職、引越しのシーズン―
国民健康保険の届出をお忘れなく
　次の場合、国民健康保険（以下「国保」という）の届出が必要です。該
当したときから、14日以内に問い合わせ先で手続きをお済ませください。
　なお、加入の届出が遅れた場合、最長２年、保険料はさかのぼり納め
ていただくことになりますが、その間の医療費については原則全額自己
負担となります。ご注意ください。
○国保へ入るとき
　・退職などで職場の健康保険や国保組合をやめたとき
　・入国および他の市町村から転入したとき
○国保をやめるとき
　・就職などで職場の健康保険や国保組合に加入したとき
　・出国および他の市町村に転出するとき
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
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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
保険料を特別徴収により納めている方へ
　平成27年２月に平成26年度分保険料を特別徴収により納めている
方は、原則として、平成27年度分保険料も特別徴収により納めていただ
きます（４月、６月、８月の各月は平成27年２月と同額を仮徴収し、その
後は、決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を10月、12月、
平成28年２月の３回に分けて納めていただきます）。
　口座振替による保険料支払いが可能な方は、問い合わせ先で、口座振
替による納付に変更できます。ご希望の方は、口座振替の申し込みとあ
わせて、納付方法の変更をお申し出ください。３～４カ月後に特別徴収
が停止されます。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
今月は平成26年度分保険料最後の納付月です
　保険料の滞納がある場合は至急納付してください。災害等の特別な
事情なく滞納している世帯に対しては、財産を差し押さえる場合があり
ます。※納付に困難な事情がある場合は、至急問い合わせ先に、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）
高額医療・高額介護合算療養費制度
　医療保険と介護保険の両方の制度を利用している場合、毎年８月か
らの１年間にかかった負担額を合算し、限度額を超えた額を支給する
制度です。
　申請は、平成26年７月31日時点に加入されていた医療保険・介護保
険でそれぞれ行う必要があります。ただし、後期高齢者医療制度に加入
中の方は区保険年金課での手続きのみ必要です。
問い合わせ先　
京都市国保・後期高齢者医療に加入中の方／
区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
介護保険に加入中の方／区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）
お勤め先の医療保険等に加入中の方／加入中の各医療保険等まで
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母子家庭等自立支援給付金事業
　母子家庭の母、父子家庭の父の就業のため、次の給付金事業を実施
しています（ともに所得制限あり）。
○自立支援教育訓練給付金事業
　雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のない方が厚生労働
大臣指定教育訓練講座を受講した場合、受講費用の一部を支給します。
支給額＝受講費用の20％（上限10万円、下限４千円）。
申し込み方法　受講申し込み前に問い合わせ先へ。
○高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、介護福祉士等の資格取得のため、法令の定めによる養成機
関で２年以上のカリキュラムを修業する場合、修業期間中に、給付金と
修了支援給付金を支給します（平成25年度以降入学者は上限２年）。
支給額＝市民税非課税世帯：月額10万円の給付金と５万円の修了支
援給付金。市民税課税世帯：月額70,500円の給付金と25,000円の修了
支援給付金。
申し込み方法　受講開始後に問い合わせ先へ。
※�申し込み月以降の分から支給されます。また、定期的な在籍証明書等
の提出が必要です。
問い合わせ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）
京都市重度障害者タクシー利用券の継続交付について
　現在お持ちの重度障害者タクシー利用券の有効期限は３月31日（火）
です。４月以降も引き続きタクシー利用券が必要な方は、３月23日（月）
以降に、平成27年度分の交付申請を行ってください。なお、申請が５月
以降になると、交付枚数が減りますのでご注意ください。
必要なもの　�身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手

帳、印鑑（朱肉用）
問い合わせ先　
身体障害・知的障害の方／区支援課支援第二担当（電話592-3243）
精神障害の方／区保健センター母子・精神保健担当（電話592-3479）
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お知らせ

献血
３月26日（木）
９:30～12:00、13:00～15:30
場所　マツヤスーパー山科三条店。
４月９日（木）
９:30～12:00　場所　四ノ宮郵便局
13:30～15:30　場所　小金塚集会所
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

相談

保険料の夜間・休日納付相談
　今月は、以下の日程で夜間・休日の納付相談を設けております。普段
はお仕事等でお越しになれない方も、この機会にぜひご相談にお越し
ください。
日時　３月15日（日）９:00～16:00、
　　　３月19日（木）・24日（火）17:15～19:30。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）
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　４月９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）
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行政書士による市民困りごと無料相談
日時　４月21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）

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）
おたのしみ会　テープサート
日時　３月28日（土）11:00～
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　４月６日（月）11：00～
テーマ図書の展示と貸出
４月は、一般書「仕事」、絵本「はな」
絵の展示（幼児コーナー）
４月は、寺西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
３月25日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小　
11:00～11:40　場所　大宅小
３月30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　
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.◯原動機付自転車、軽自動車等の廃車申告はお早目に
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税され
ます。
　譲渡、廃棄、盗難等により原動機付自転車等を所有していない場合、
４月１日（水）までに必ず申告先に廃車および異動の申告をしてくださ
い。申告がない場合、平成27年度以降も課税されます。
※平成27年度から実施が予定されていた原動機付自転車、二輪車およ
び小型特殊自動車の税率の引上げは１年延期される予定です。
●申告・問い合わせ先／

ふれあい“やましな”2015区民ふれあい文化祭
.◯区民ギャラリー受賞作品決定

　２月22日に開催された区民ふれあい文化祭「区民ギャラリー」に出展
された作品206点の中から、各部門で「ふれあいやましな賞」を受賞され
た作品（最優秀作品）を紹介します。
●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）

ふれあいやましな賞
絵画
一般の部
「椿のじゅうたん」　
谷岡�美枝子さん

原動機付自転車および
小型特殊自動車

区軽自動車税担当（電話592-3112）
市納税推進課（電話213-5467）

３輪・４輪の軽自動車 軽自動車検査協会京都事務所
（電話050-3816-1844）

125cc超
250cc以下の
バイク

廃車時 京都府軽自動車協会（電話691-6516）

廃車以外
の変更時 京都運輸支局（電話050-5540-2061）

250cc超のバイク
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小学生・中学生の部
「組体操」
陵ヶ岡小学校６年生　
渡辺�元陽さん

保育園・幼稚園の部
『お話の絵「だるまのしゅぎょう」』
西念寺保育園３歳児　苗村�岳さん

写真
一般の部　
「どれがぬいぐるみ？」
邨�久美さん

書道
小学生・中学生の部. 一般の部
一燈園小学校５年生� 「漢詩」
谷野�葉月さん� 田島�達郎さん

リサイクルアート
一般の部　
「ネクタイでカバンとコサージュ」　
山階南学区老人会手芸部のみなさん
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.◯三条通「花の道づくり事業」寄付をいただきました
　長年、山科区内で会社経営をされてきた上田英様から、三条通「花の
道づくり事業」への寄付の申し出があり、２月６
日、市役所にて門川市長が感謝状を贈呈しまし
た。
　京都の東の玄関口にふさわしい潤いのある空
間を創造する本事業に賛同され、また、平成28年
に山科区が誕生40周年を迎えるにあたり、区民や
入洛者が潤いを感じることができるよう
にと、上田様から四千万円のご寄付をいた
だきました。
　植栽工事は秋頃から開始され、四ノ宮か
らJR東海道本線までの歩道に、ハナミズ
キ約120本が植えられる予定です。花いっ
ぱいの三条通の姿をお楽しみに！
●問い合わせ先／市みどり政策推進室（電話741-8600）

.◯固定資産税（土地・家屋）の縦覧
　固定資産税の納税者が所有する資産と、他の資産の価格（評価額）を
比較していただけます。なお、土地の所有者は土地縦覧帳簿、家屋の所
有者は家屋縦覧帳簿を縦覧できます。
●日時／４月１日（水）～４月30日（木）午前８時30分～午後５時
●場所／区固定資産税課
●対象／固定資産税の納税者、相続人、納税管理人およびその代理人
●必要なもの／
　・納税者：�納税通知書（もしくは、本人確認書類（運転免許証・健康

保険証等））
　・相続人：戸籍謄本等・本人確認書類
　・代理人：委任状・本人確認書類

植栽後の開花期イメージ
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固定資産評価審査委員会への審査申出
　固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、審査委員会
に審査の申出ができます。
●期間／�４月１日（水）から納税通知書の交付を受けた日以後60日まで

の間。
●問い合わせ先／区固定資産税課（電話592-3164）

★固定資産税（土地・家屋）の窓口が変わります
　５月７日（木）から固定資産税（土地・家屋）の課税業務を市税事
務所（中京区室町通御池南入円福寺町）で行います。

.◯「みんなのエコアクション！山科」
専門家を交えた選考会において選考され、入賞した取組をご紹介！
これらの取組を参考に、地球環境にやさしい生活を実践してみませんか。

団体・地域・企業の部
最優秀賞
「小さなことも集まれば、大きなエコになる」

福田金属箔粉工業株式会社
　社内のサークル活動を通じ、事務所や現場での節電対策を実施。
LED蛍光灯への変更、窓への遮熱ガラスコート剤の塗布、事務所周りの
打ち水、エアコンの適正温度の設定、専用排気ダクト設置による効率的
な排熱など。

優秀賞
「おやつごみを小さくまとめる大会」

京都市山科児童館
お菓子の個包装のごみを、班ごとに集め大袋に入れ、小さくまとめる大
会を実施。各班のごみの袋の小ささを競います。
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個人の部
最優秀賞
「誰もがしている小さな取組でも組み合わせれば…」

村上�敏博さん
　不要となった梱包用緩衝材を窓ガラスに貼ることで、暖房効率を高
めたり、風呂の残り水を使った洗濯、調理の工夫で野菜を捨てる部分を
なくし、全ておいしく食べるなど、誰もがしている小さな取組でも組み
合わせれば大きな取組になります。

優秀賞
「電気生ごみ処理機を介した小さな小さな循環」

森�ます子さん
　電気生ごみ処理機を所有するご近所の方にいただいた乾燥野菜くず
等を使って作った堆肥で野菜を栽培。採れた野菜をおすそ分けし、小さ
なエコの循環になります。

●問い合わせ先／市民ぐるみ運動山科区推進本部事務局
　　　　　　　　（区まちづくり推進担当）（電話592-3088）

.◯地域防災最前線
放火されない環境づくり
～放火防止五箇条を実践しましょう～
　昨年、市内で発生した火災原因のうち、放火（疑いを含む）が最も多く、
計58件発生しています。
　放火を防止するには、皆さま一人ひとりはもちろんのこと、地域ぐる
みで放火されない環境づくりが重要です。次の「放火防止五箇条」を実
践し、火災の防止に努めましょう。
一、家の周りに、燃えやすい物を置かない
一、夜間、建物の周囲や駐車場には、照明を点灯する
一、空き家、物置も必ず施錠する
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一、車やバイクなどのボディカバーには、不燃性のものを使用する
一、地域ぐるみで放火防止に取り組む
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

第30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

町内のつながりを強めたい　～なかよし会～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　東野駅から国道1号線に沿って東に数分歩き、国道と山科川に挟まれ
た所にある住宅街、こちらの北井ノ上町第二町内会では、毎月２回、な
かよし会が開催されています。
　取材に伺った会場は町内の酒屋さん。午後２時になると次第に参加
者が集まり、10数人になったらスタートです。この日は「いきいき筋トレ
ボランティア」の方による指導で、約40分間じっくり筋トレを行い、その
後は手作りのお菓子とお茶をいただき、松葉の手芸を楽しみました。昨
年７月に会が始まって以後、皆勤のお二人がいらっしゃったのでお聞
きしたところ、「今日も楽しみにしていました。」とのこと。日によって筋
トレの内容は変わり、手芸も参加者の中で得意な人がいろいろ教えて
くれるそうです。折紙の紙皿を作ったり、正月には和紙を使って箸袋を
折ったりと、毎回工夫があるそうです。
　町内会長の島本さんに会の始まった経緯をお聞きしました。「うちの
町は住宅ができて40年くらい、子どもが多かった頃は活発で地蔵盆も
盛り上がりましたが、今は小学生が10人以下でお年寄りばかりの町で
す。何年か前に孤独死があって、町内のつながりを強くする必要を感じ
ていたんです。こうやって人が集まれる場所をつくりたいという声が
強くなったので、〝きずな〟支援事業に申し
込んだら採択されて、なかよし会の実現とな
りました。」

町内なかよく健康増進！
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　参加費は100円の気軽な会ですが、酒屋さんによる会場の提供、町内
に住むいきいき筋トレボランティアの方、何人かのお世話役など、さま
ざまな人の協力で成り立っています。「この場所は町の入口にあるので、
みんな前を通りながら覗いてくれるんですよ。」立ち寄りやすい場所で
昔の井戸端会議のような気軽な雰囲気で運営されているなかよし会、
こんな取組みがたくさんの町内会に広がっていけばいいですね。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

.◯きょうと地域力アップ貢献事業者等表彰
―山科区から2団体が受彰―
　１月24日、“きょうと地域力アップおうえん
フェア”において、地域コミュニティ活性化へ
の取組を一層推進するため、地域活動に貢献さ
れている事業者が表彰されました。
●山科美化推進企業協議会
　区民まつりや、区民文化祭等の運営にもご協
力いただき、住民との交流を通じ、地域の活性化に努めていただきまし
た。
●エスリード管理株式会社
　安朱学区内のマンション建設に当たり、入居者への自治会加入に積
極的に関わっていただきました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）


