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◯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、山科のことをもっと知りたい、身近な地域
の気がかりなこと・興味を惹かれていることをなんとかしたい、一緒
に考える仲間が欲しい…。そんなアナタにピッタリの場です。
　初回の開催から1年。計6回の開催で、多くの出会いや活動のキッカ
ケが生まれています。話し合いのテーマは自由です。多彩な参加者の皆
さんと一緒に語り合いませんか。

第1回
　5月23日（土）
　午前10時～午後0時30分
第2回
　7月26日（日）
　午前10時～午後0時30分
第3回
　9月18日（金）
　午後7時～9時30分

●場所／区役所2階大会議室
●費用／300円（茶菓代）
●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「継続して複数回話
したいテーマ」（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。

山科名物（おい
しいお菓子な
ど）もあるよ
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過去のGOGOカフェで話し合われたテーマ
●山科で居場所づくりを。高齢者の孤立を無くしたい。
●山科名物○○と言えるような食べ物の創作。
●�バーベキューを通じ、コミュニケーションの場を増やしたい。
●山科の歴史を写真や映像で残し伝えたい。

参加者の声
●初めて参加しましたが、多くの人と話すことができて良かったです。
●皆さん色々なお考えがあるのだなぁと大変勉強になりました。
●�もっと山科のことを知り、自分自身にもできることを見つけてい
きたいです。

ＧＯＧＯカフェの様子

①�楽しいゲームで自己
紹介

②�他の参加者と話し合い
たいテーマを挙げて…

③ＧＯＧＯカフェ談義！！
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※継続して複数回話したいテーマを募集します!
　やましなGOGOカフェでは、当日のGOGOカフェ談義において、参
加者の皆さまからテーマを出していただき話し合いを行っています。
　そのテーマをさらに深めていくため、第1回から第3回のうち、2回
以上出席できる方を対象に、「継続して複数回話したいテーマ」を募
集します。
●申し込み・問い合わせ先／総務・防災担当
　（電話592-3066　FAX502-1639�〒607-8511　住所記入不要）
HP、facebookで情報発信中!

○「山科区2万人まち美化作戦」を実施します
6月7日（日）午前9時～
（少雨決行。雨天中止の場合は6月14日（日）午前9時～に延期）

　各学区の自治連合会が中心となって、学区内の道路・河川（遊歩道な
ど）の一斉清掃や門掃き、電柱等の違反広告物の撤去などを行います。
　山科をより美しいまちにするために、一人でも多くの皆さんのご
参加をお待ちしています。詳しい取組内容は、各学区の自治連合会ま
たは問い合わせ先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）

やましなGOGOカフェ

ごみのない
美しいまちに！
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○～「花と緑のまちづくりサポーター」を募集しています～
　「山科区フラワーロード推進事業」で
は、山科区を花と緑でいっぱいの潤いの
ある美しいまちにするため、サポーター
（ボランティア）の皆さんと区内事業
者、行政が協働して区役所や東部文化会
館、JR山科駅前などの花壇に花を植栽しています。
　月1～2回の活動では、和気あいあいとした雰囲気で花の植栽の
他、花苗の育成、腐葉土づくりなどに取り組んでいます。
　泥棒は花がキライでごみが好き!…。花と緑でいっぱいの美しいま
ちでは、犯罪が起こりにくいと言われています。
　あなたも「花と緑のまちづくりサポーター」に参加してみませんか?
●対象／区民または区内に通勤、通学の方
●申し込み方法／①氏名、②郵便番号・住所、③電話番号、④FAX番号
（あれば）を添えて、申し込み先に郵送、FAXまたはご来所ください。
●申し込み・問い合わせ先／ふれあい“やましな”実行委員会事
務局「花と緑のまちづくりサポーター」係（区まちづくり推進担当
（〒607-8511（住所記入不要）　電話592-3088　FAX�502-8881）
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○「平成27年度山科区運営方針」を策定
　山科区運営方針では、以下の3つの基本方針のもと、山科区が重点
的に取組む事項等を紹介しています。今年度も、区民の皆さまに信頼
され親しまれる山科区役所を目指して取組を進めていきます。
①山科区制40周年を見すえ、区民の皆さまとの共汗・協働による安
心・安全のまちづくりを進め、皆さまとともに歩む区役所を目指しま
す。
《具体的な取組》
●地域の防災力アッププロジェクト�●やましなGOGOカフェ�●山
科“きずな”支援事業�●ふれあい“やましな”区民史跡の探訪（山科の
魅力探訪）　など
②山科区の魅力を発信するとともに、保健・福祉・子育て支援の充実
を図り、区民に優しい区役所を目指します。
《具体的な取組》
●山科・感動ツーリズム推進事業�●山科区フラワーロード推進事業�
●やましなっこひろばの運営�●山科区フリースペースの設置・運営�
●健康づくりサポーター（キャット・ハンズ）とウォーキング　など
③最も身近な行政機関として、区民サービスの向上に取り組み、区民
に親しみやすい区役所を目指します。
《具体的な取組》
●個人情報の保護を基本とした円滑な行政サービスの提供�
●“きょうかん”ミーティングや、職員研修の充実による区民サービ
スの向上�など

山科区運営方針の詳細は…
区役所ホームページまたは問い合わせ先で配布中の冊子を参照

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）



8

○老人医療費支給制度
―自己負担割合・対象要件が変わります―
　65歳から69歳までの健康保険の自己負担を軽減する老人医療費
支給制度について、平成27年4月から自己負担割合が、8月からは、
対象要件が変わります。
　なお、制度の適用を受けるには、申請が必要です。
【制度の対象】
　65歳以上70歳未満で、次の①または②の世帯の方。ただし、昭和
25年8月2日以降にお生まれの方は①の世帯に限ります。
①所得税非課税世帯
②寝たきり、一人暮らしまたは同居者が親族のみで、全員が60歳以
上、18歳未満または一定の障害者の世帯（所得制限あり）
※適用は申請月の初日からになります。
※70歳に到達された方を対象とする「臨時的な激変緩和措置」は平
成26年度末で終了しました。
【一部負担金】
　2割（所得が一定以上の方は3割）
※平成27年4月診療分から健康保険の自己負担分3割を2割に軽減
する制度になりました（平成27年3月診療分までは健康保険自己負
担分3割を1割に軽減）。
●申請・問い合わせ先／区福祉介護課（電話592-3218）
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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、区民の皆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／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／
①7月30日（木）～ 8月26日（水）
②8月27日（木）～ 9月23日（水）
③9月24日（木）～ 10月21日（水）
※③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。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
（〒607-8169�椥辻西浦町1-8）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

ショーケースタイプ

展示イメージ
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○やましなっこひろば参加者募集!
　公園で手遊びやおもちゃで一緒に遊びませんか。
●日時・場所／
①5月20日（水）川田公園（川田前畑町）※雨天時は万因寺保育園で開催
②5月21日（木）
六兵衛池公園（西野八幡田町）※雨天時は5月28日（木）に延期
③5月22日（金）
森廻り町児童公園（音羽森廻り町）※雨天時は中止
④5月29日（金）
勧修寺公園（勧修寺東金ヶ崎町）※雨天時は小野児童館で開催
①～④とも時間は午前10時30分～ 11時30分
●対象／未就学児とその保護者
●内容／児童館・保育園の先生、主任児童委員
と一緒に手遊びや読み聞かせ、歌など
●費用／無料
●申し込み／不要
●問い合わせ先／区子ども支援センター（電話592‐3259）�

○食育セミナー「京（みやこ）クッキング」
　6月は食育月間です。京都ならではの食材を使った「簡単バランス
クッキング」を開催します。奮ってご参加ください。
●日時／ 6月10日（水）、17日（水）午前10時～午後0時30分（両日と
も同内容）
●場所／区役所2階栄養室
●内容／
①講話『みんなの力で地域に食育を響かせよう』講師:保健センター
管理栄養士②調理実習『京（みやこ）簡単バランスクッキング』（献立:
黒豆ご飯、旬野菜の豚肉巻き蒸し山椒ソース添え、トマトの煮びたし
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てっぱい、あべかわ麩。当日変更あり）③試食、交流
●参加費／ 500円
●持ち物／エプロン、三角巾、手拭きタオル
●対象者／ 18歳以上の区民（料理初心者の方、男性
の方もお気軽に）
●定員／ 20名（先着順）
●申し込み方法／ 5月25日（月）から申し込み先にお電話ください。
●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）

★大好評★
○“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング
コースの見どころ解説あり　参加記念品あり!
　山科健康づくりサポーター“キャット・ハンズ”と一緒に楽しく多
彩なコースを歩きませんか。
●日時／ 6月17日（水）　午前9時30分集合（午前10時出発、正午頃
帰着予定）※雨天中止
●集合場所／ラクト山科公園
●コース／「ラクト山科公園～永興
寺前～浄水場取水池～天智天皇陵～
ラクト山科公園」（約6km、所要時間約
2時間）
●対象／医師から運動制限をされてい
ない方で、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（歩きやすい服装と靴でご参加ください）

京阪山科

三条街道

大丸

ＲＡＣＴO-Ｄ
ＲＡＣＴO-Ｃラクト

山科

山科

ラクト山科
公園

地
下
鉄
東
西
線

緑
色
の
幟の

ぼ
りが

目
印
！
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●定員／ 50名（先着順）
●申し込み方法（申し込み必須）／ 6月3日（水）から、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指示の有無
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）
今後の予定（第2回）
●開催日／ 11月11日（水）
●コース／区役所前～大石神社～岩屋寺～勧修寺公園～山科川沿い
～区役所前（コースは変更になる場合があります）
※詳細は、決まり次第お知らせします。各回ごとに申し込みが必要です。

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール
受付時間　午前8時～午後9時（年中無休）
電話（075）661・3755、FAX�（075）661・5855
おかけ間違いにご注意ください
電子メール（ホームページから）

総人口／ 134,339人
　男性／ 63,769人
　女性／ 70,570人
世帯数／ 59,447世帯
平成27年4月1日現在（山科区推計人口）

 京都いつでもコール 検索
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○情報掲示板

　税　

平成27年度分の市・府民税の証明は、6月1日（月）から
交付開始
　平成27年度分市・府民税の課税証明書、所得証明書および納税証
明書は6月1日（月）から交付します。請求される際は、本人確認書類
（運転免許証、パスポート、健康保険証等）をお持ちください。
※請求前には、どの種類の証明書が必要か提出先等に十分にご確認
ください。
問い合わせ先　区市民窓口課（電話592-3094）

　保険・年金

保険料の納め忘れはありませんか
　保険料の負担の公平性を保つため、災害その他の特別の事情もな
く保険料を滞納している世帯に対しては、財産等について調査し、給
与、預貯金、不動産、生命保険、年金等の財産を差し押さえることがあ
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。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）

　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。
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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　6月11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）

行政書士の市民困りごと無料相談
日時　6月16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）

　お知らせ

京都市戦没者追悼式
　先の大戦で犠牲になられた方々を心から追悼し、その尊い犠牲を
無にすることがないよう世界の恒久平和を願い、戦没者追悼式を行
います。
　参列遺族の範囲は、戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹および三親
等以内の祭祀者で1年以上戦没者と生計を共にされた方です。
日時　6月18日（木）14:00 ～ 15:00（受付開始13:15）。
場所　シルクホール（下京区四条室町角�京都産業会館8階）。
申し込み方法　�5月18日（月）から5月25日（月）までに、問い合わせ

先へ（入場整理券をお渡しします。入場には整理券が
必要です）。

問い合わせ先　区福祉介護課（電話592-3214）
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献血
日時　5月25日（月）10:00 ～ 11:30、12:30 ～ 15:30
場所　陵ヶ岡小学校
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

おでかけマップを改訂しました
　公共交通をより使いやすいものとするため、バス、各鉄道の時刻表
と路線図をのせた区内の「地下鉄周辺おでかけマップ」を平成27年3
月のダイヤ改定に合わせ、地下鉄東西線山科駅
（御陵駅含む）、東野駅、椥辻駅、小野駅について
改訂しました。
　改訂した各マップは、各地下鉄駅、JR・京阪山
科駅、京阪バス山科駅案内所および区役所等で
配架しています。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

マーケット回収実施団体募集
　ごみ減量の取組に関する助成団体を募集します。
市内の商業施設等において、定期的に古紙類や古着類等の回収を行
う団体（応募資格についての審査有）。
定員　1団体。助成額=月額20,000円～ 35,000円（回収量によって
異なる）。
申し込み方法　�平成28年2月29日（月）までに問い合わせ先で配布

中の申し込み書に記入し提出。
問い合わせ先　市まち美化推進課（電話213-4960）

　イベント・講座　　お問い合わせは各施設まで

東部文化会館�（電話502-1012）
「第4回市民創造ステージ・イースト」出演者募集
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　区内および伏見区醍醐地域を拠点に音楽・舞踊・演劇などの舞台芸
術活動を行っているサークルや団体または個人の皆さまに、活動成
果発表の場となるステージへの出演者を募集します。
　日時　8月23日（日）13:00 ～ 16:30。
　場所　当文化会館ホール。
　対象　�区内および伏見区醍醐地域を拠点に活動されている団体ま

たは個人。
　定員　10組程度。
　費用　1組につき10,000円。
　申し込み方法　�5月31日（日）までに当会館で配布する出演申し込

み用紙に必要事項を記載し提出。

「第11回コーラスフェスティバルin山科・醍醐」出演団体募集
　区内および伏見区醍醐地域を拠点に活動を行うコーラス団体の皆
さまに、日ごろの活動の成果を披露していただくステージへの参加
団体を募集します。
　日時　10月25日（日）13:00 ～ 17:00。
　場所　当文化会館ホール。
　対象　�区内および伏見区醍醐地域を拠点に活動されているコーラ

ス団体。
　定員　12団体程度。
　費用　1名につき1,000円。
　申し込み方法　�5月15日（金）～ 31日（日）までに当会館で配布中

の出演申し込み用紙に必要事項を記載し提出。

山科図書館（電話581-0503）
Head�Shouldersで遊ぼう!英語で手遊び
　日時　5月16日（土）11:00 ～
講演会（山科を知ろう「あまり知られていない山科の近代物語」講師�
武内良一氏）
　日時　5月21日（木）18:00 ～



17

おたのしみ会�絵本の読み聞かせ
　日時　5月23日（土）11:00 ～
よんでよんで赤ちゃんの会
　日時　6月1日（月）11:00 ～
テーマ図書の展示と貸出
　6月は、一般書「環境」・「自然」、絵本「てんき」

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
5月25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
5月27日（水）
　10:00 ～ 10:40　場所　大塚小
　11:00 ～ 11:40　場所　大宅小

○環境施設見学会「エコバスツアー」参加団体募集
　市のごみ処理施設や再資源化施設
等の見学を通じて、身近なごみ問題を
見つめ直し、環境にやさしいライフス
タイルについて考えるバスツアーへ
の参加団体を募集します。
●対象／ごみの減量に関心のあるグループや地域団体（営利法人を除
く）
●見学施設／次の施設から自由に組合せ可能です（要事前相談）
〈クリーンセンター（市内2カ所）、資源リサイクルセンター（市内2
カ所）、横大路学園、西部圧縮梱包施設、廃食用油燃料化施設、魚アラ
リサイクルセンター、エコランド音羽の杜、京エコロジーセンター、
民間の廃棄物処理施設ほか〉

この事業は
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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※京エコロジーセンター以外は土・日の見学不可
●参加費／無料
●参加定員／1組30名まで（要相談）
●実施期間／通年
●申し込み・問い合わせ先／
　山科エコまちステーション（電話366-0184）

○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
（125�cc以下）の誤進入が多発しています。特に、高
齢者の歩行での進入、20代の方の原付での進入、10歳未満の方の
自転車での進入が大変多くなっております。
　高速道路は、時速100�km近い車が行き交う非常に危険な空間で、
誤進入は死亡事故などの重大事故につながります。誤進入にご注意
ください。
●問い合わせ先/
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）

○外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の方へ
　「外国人登録証明書」をお持ちの特別永住者の方は、「特別永住者証
明書」への更新が必要です。以下のフローチャートを確認していただ
き、問い合わせ先で更新手続きをお願いします。

※更新に必要な書類
・外国人登録証明書　　・旅券（未交付の方は不要）
・3カ月以内に撮影した写真（縦4cm×横3cm、無帽で正面を向
き、背景がないもの）
・手続きに来られる方の本人確認書類（特別永住者証明書、外国
人登録証明書、健康保険証等）
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問い合わせ先／区市民窓口課（電話592-3093）

問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

○ハチの巣を見つけたら
　暖かくなると、ハチの活動が活発になります。ハチを見つけた際は、以
下の表をご参照のうえ、冷静な対処をお願いします。

16 歳の誕生日ま
でに更新手続きを
行ってください。

更新手続き不要外国人登録証明書を持っており、特別永住
者証明書へ更新の手続きを行っていない。

16歳以上である。

証明書の表面の次回確認（切替）申請期間の日付が
2015年７月８日（水）までである。

2015年７月８日（水）までに更新のお手
続きを行ってください。
※有効期限の直前は窓口が混み合います
ので、お早めに手続きをお願いします。

次回確認（切替）申
請期間の日付までに
更新の手続きを行っ
てください。

はい

はい

はい いいえ

いいえ

いいえ

種類 スズメバチ アシナガバチ ミツバチ

巣の形状・
ハチの特徴

茶色いうろこ模様
で球状。出入り口
は一つ。巣に近寄
るだけで攻撃して
くることがあります。

灰色でシャワーの噴出し口のよう
な形で巣穴がたくさん見えます。
おとなしい性格で、巣にいたずら
をしなければ、刺してくることはほ
とんどありません。

巣分かれ（分蜂）
の時、群れで移
動し、壁や樹の
幹、電柱などに
塊となります。
人を刺すことは
ほとんどありま
せん。

巣の場所 天井裏、軒先、樹木、
地中等 軒先や植え込み等 天井裏や樹洞等

処理方法
巣に近寄らず、問い
合わせ先に連絡し
てください。

市販の殺虫剤で死んでしまう弱
い蜂ですので、駆除はご自身で
行ってください。

分蜂であれば、
自然にいなくな
ります。
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○平成27年度赤十字増強運動
　日本赤十字社では、毎年5月を「赤十字運動
月間」として、全国的なキャンペーンや啓発活
動を実施し、赤十字事業を支援してくださる
社員増強（社資拡大）運動を展開しています。
　平成24年8月の南部豪雨災害、平成25年9
月の台風18号災害や平成26年8月京都府豪
雨災害においては、いち早く救援物資の配布
や医療救護班を派遣しました。　
　これらの活動を一層推進していくために、皆
様からのご支援、ご協力をお願いいたします。
●問い合わせ先／日本赤十字社京都府支部（電話541-9326）
区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○6月1日～7日は「HIV検査普及週間」です
　HIV検査を受けましょう
　6月1日（月）～7日（日）は、HIV検査普及週間です。
　京都市では、これまでに、合計約270人を超えるHIV感染者・エイズ患
者の報告があります。自分は大丈夫と思わず、まずはHIV検査を受けま
しょう。
●検査実施日／毎週金曜日午前9時～11時（予約不要）
※検査結果は2週間後にお渡しします。指定の日に必ず本人がお越しく
ださい。
●費用／無料
※検査は、匿名で受けられます。また、HIV検査とあわ
せて、クラミジア、淋菌、梅毒の検査も無料で行ってい
ます。
●検査場所・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） 京都市

HIVマスコット
「あかりん」
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○忘れていませんか?��お口の健康
歯科相談、予防健診を受けてみませんか。

乳幼児歯科相談
●対象／0歳～就学前の方
●日時／偶数月第4水曜日
（12月のみ第2水曜日）　
午後1時30分～2時30分（要予約）
●持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
●費用／無料
●予約・問い合わせ先／
区保健センター母子・精神保健担当
（電話592-3479）

成人妊婦歯科相談
●対象／
18歳以上の方、妊産婦の方
●日時／毎月第4金曜日　
午前9時～10時30分（予約不要）
●費用／無料
●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）

ワンコインでうけられる!!!　歯周疾患予防健診
●対象／市内在住の満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70
歳の方�（年1回）
●実施場所／指定医療機関（京都市のホームページを参照。歯科医院に
はステッカーが貼られています）　
●受診方法／指定医療機関に事前に日時等をご確認のうえ受診してく
ださい。
●健診費用／500円（免除制度あり。問い合わせ先に、お問い合わせくだ
さい）
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●持ち物／年齢が確認できるもの（健康保険証、免許証など）
●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）

○地域防災最前線
山科消防団総合査閲を実施します
　山科消防団（川中長治団長、区内13分
団・約240名）では、安心・安全なまち山
科区を目指し、日頃から区民の皆さまへ
の防火・防災啓発活動に取り組むととも
に、地震などの大規模災害に備えて小型
動力ポンプによる放水訓練を実施しています。
　今年もその成果を披露するため、山科消防団総合査閲を実施します。
区民の皆さまのご声援をお願いします。
●日時／5月17日（日）
午前9時～11時30分
●場所／山科中央公園　
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

○第32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

山科元気☆プロジェクト～山科のおもしろい人
を伝えます～
　「山科じかん」という冊子をご存知ですか?山科に住んでる人や働
く人にスポットが当たり、毎号「へえ～、こんな人が山科に。」という
驚きとともに、山科を知り楽しむことのできるミニ冊子です。昨年3
月の創刊号から定期的に発行され、この春には第5号が発行されま
した。
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　作成している「山科元気☆プロジェクト」の上村さんに、作成の
きっかけなど、お話しを伺いました。「私が所属していた右京区の子
育てのNPO法人が作成した『右京じかん』が好評で、地元の山科でも
ぜひ作りたいと思ったのです。」冊子作りは初めてだったという上村
さん。生まれ育った山科でも作りたいという一心で突き進みました。
創刊号を発行した後には、京都市外で編集の仕事をしていた同級生
の市田さんが、タイミング良く京都に戻って来たので巻き込んで、今
では上村さん、市田さん、そしてデザイン担当の田代さんの3人で作
成しています。
　発行は3カ月毎に1万部、幼稚園や保育園に配布するほか、公共施
設やお店などに置いてもらっているそうです。「図書館はあっという
間になくなるんですよ。」と上村さん。だんだん知名度が上がってき
て、「山科じかんに載ったらお客さんが増えた。」とお店の方に喜ばれ
るそうです。
　「山科は、京都市内なのに京都っぽくないところと、みなさんの深
～い山科愛が一番の魅力です。山科じかんの中の『山科笑顔図鑑』は
人気コーナーですよ。」という市田さん。冊子を開くと、いろんな人が
登場し、とにかく笑顔がいっぱいです。毎号どうやって取材する人を
探すのか聞いてみると「最初は取材のお願いもしましたが、気づいた
ら紹介してもらうことが多くなっています。人のつながりってすご
いですね。」とのこと。「完成した冊子をお渡しして喜ばれると、こち
らもうれしいです。続けることが大事なので、できる範囲で山科を紹
介して、多くの人に読んで喜んでもらいたいです。」
　まだまだ山科にはおもしろい人、すごい人がいるはず、とのこと
で、「こんな人いるよ。」という情報があれば、ぜひ山科元気☆プロ
ジェクトまでご連絡ください。
　上村さんも市田さんも、取材でいろいろな人と知り合ったことが
財産で、自分たちが楽しんでいるとのこと。陽気な3人組が山科を元
気にします!
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●問い合わせ先／記事について:区総務・防災担当（電話592-3066）／
山科じかん（山科元気☆プロジェクト）について:（電話632-8158）

山科じかん

この3人で作っていま
す!右から上村さん、
市田さん、田代さん


