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 〇子どもの笑顔あふれるまち やましな　
　地域ぐるみでLet`s子育て
子育て支援メニューをご紹介!

地域ぐるみの子育て支援が充実する山科区。子ども
は未来の京都を担う社会の宝です。共に見守ってま
いりましょう。
京都市長　門川　大作

やましなっこひろば
　一緒に楽しく公園で遊びませんか？
会場には、手遊びやおもちゃ、遊びの
コーナーなどを用意しています。
●日時・場所／
　５月18日（水）　早稲ノ内公園
　（雨天時：大宅児童館で実施）
　５月19日（木）　六兵ヱ池公園（雨天時：５月25日（水）に延期）
　５月20日（金）　四ノ宮さくら公園（雨天時：四ノ宮児童館で実施）
　５月26日（木）　東野公園（雨天時：ももの木学園で実施）
　５月27日（金）　勧修寺公園（雨天時：小野児童館で実施）
※�時間はいずれも午前10時30分～11時30分。（申し込み不要。時間内出
入り自由）。
※�雨天時の会場変更等は、開催日当日午前９時までに子ども支援セン
ターホームページでお知らせ

●対象／未就園児とその保護者
●費用／無料
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やましなお誕生おめでとう事業
　乳児を持つお宅に、民生児童委員・主任児童委員（※）等
が訪問し、子育てサービスを掲載した情報誌や子育てに役
立つプレゼントをお贈りする事業です。
● 対象／山階、勧修、安朱、百々、陵ケ岡、大宅、大塚、音羽川、西野学区に
お住まいの乳児を持つ世帯

● 申し込み方法／問い合わせ先に連絡また
は、子ども支援センターのホームページか
ら
※�厚生労働大臣からの委嘱を受け、子育て
や妊娠中の困りごとなど、福祉に関する相
談・支援等を行っています。

●イベント・事業の詳細は････
●問い合わせ先／区子ども支援センター（電話592-3259）

 〇やましなGOGOカフェ参加者募集
第１回　５月21日（土）　午前10時～午後０時30分
　山科のために何かしたい、身近な地域の気がかりなこと・興味を引
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。話し合いのテーマは自由！一緒に話し合い
ませんか。
●場所／区役所２階大会議室　
●参加費／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）を添えてお申し込みください。

訪問時の様子

やましなGOGOカフェ山科子ども支援センター
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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）
HP、facebookでも情報発信中！

 〇平成28年度  山科区運営方針
　区制40周年を迎える今年度も、３つの基本方針のもと、区民の皆さま
に信頼され、親しまれる区役所を目指して取組を進めてまいります。

基本方針①
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》
✓山科区制40周年記念事業　
✓笑顔と花いっぱいプロジェクトの実施　など

基本方針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、そして健
康寿命の延伸につながる事業の充実を図り、区民の皆さまに優しい区
役所を目指します。

《具体的な取組》
✓京都・やましな観光ウィーク　
✓山科区健康寿命延伸プロジェクト　など

やましなGOGOカフェ

2 ＧＯＧＯカフェ談義！1  参加者が話したいテーマを挙げて…
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基本方針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、区民の皆
さまに親しまれる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
✓職員研修の充実による区民サービスの向上　など

詳細は・・・
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇「熊本地震」の被害に対する義援金を受付中
●受付場所／区役所、地下鉄駅、区図書館他　
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

山科区フラワーロード推進事業
 〇「花と緑のまちづくりサポーター」募集中！

　区役所や区内事業者の皆様と一緒に、区役所や東部
文化会館、JR山科駅前などの花壇に、季節の美しい花を
植栽する「花と緑のまちづくりサポーター」を募集しています。
　活動の頻度は月１～２回。植栽のほか、花苗の育成、腐葉土づくりな
どにも取り組み、和気あいあいとした雰囲気で
作業しています。
　あなたも、花と緑でいっぱいな山科のまちづ
くりをすすめませんか。
●対象／区内在住または、区内に通
勤、通学されている方
● 申し込み方法／①氏名、②郵便番号・
住所、③電話番号、④FAX番号（お持
ちの方のみ）を添えて申し込み先へ

私たちと一緒にお花を
育ててみませんか？

ご参加お待ちしてまーす(^o^)！

山科区運営方針
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● 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　
FAX502-8881）

椥辻駅に無料で展示できます!!
 〇「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、区民の皆様の芸術作品を展示いただくアー
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／
　①６月23日（木）～７月20日（水）
　②７月21日（木）～８月17日（水）
　③８月18日（木）～９月14日（水）
※�９月14日以降の日程はお問い合わせください。既に申し込み終了の
場合あり

●費用／無料
● 申し込み期間／原則、展示開始日の３カ月前の日から２週間前まで
※�先着順。ただし、申し込み開始日に複
数の申し込みがあった場合は抽選

●申し込み方法／
　区役所、東部文化会館で配架中の所
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）

植栽の様子

掲示板タイプ

展示イメージ
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● 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）

食育セミナー
 〇「適塩・減塩クッキング」

　塩分は少ない方がいいと聞くけど、どうやって減らしたらいいかわか
らない…という方、一緒に減塩のコツを学んでみませんか。
　料理初心者の方も歓迎です！
●日時／６月８日（水）　午前10時～午後０時30分
●場所／区役所２階栄養室
●内容／管理栄養士の講話、調理実習
●対象／区内在住で18歳以上の方
●定員／20名（先着順）
●費用／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／５月20日（金）から申し込み先に来所または電話（定
員になり次第締め切り）

●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）

〝こころの病〟を持つ方を支えるご家族のためのセミナー
 〇『こころの病って何だろう』

～正しい知識を身につけましょう～
●日時／６月30日（木）午後１時30分～３時30分
　（受付開始：午後１時10分～）
●場所／区保健センター⑦番部屋
●内容／
　・講話：統合失調症やうつ病について（講師　第二北山病院�並河医師）
　・情報提供、交流
●対象／〝こころの病〟を持つ方のご家族（同居・別居問わず）
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●定員／25名（先着順）
● 申し込み方法／６月29日（水）までに、申し込み先に来所または電話
（定員になり次第締め切り）

●申し込み・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）

 〇環境施設見学会「エコバスツアー」参加団体募集
　市内のごみ処理施設や再資源化施設等の見学を通じ、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てみませんか。
●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／
　・クリーンセンター
　・資源リサイクルセンター
　・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　他
※�京エコロジーセンター以外は土・日の見学不可。希望の施設を自由
に組合せ可能です（要事前相談）。

●参加費／無料
●参加定員／１組30名まで（要相談）
●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）
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ごみのない美しいまちに！
 〇山科区２万人まち美化作戦を実施

６月５日（日）　午前９時～
（少雨決行。雨天中止の場合は

６月12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、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。参加方法や、取組内容の
詳細は、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）

４月15日号２面「山科“きずな”支援事業申請団体募集」の記事（補助限
度額）に誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。

訂正前 訂正後�

・支援メニュー：地域団体等への支援事業
・ 支援の対象：地域団体、NPO法人、グ
ループ等が行うまちづくり活動や事業
のうち、総事業費が10万円以下のもの

・【補助限度額】1事業5万円

・支援メニュー：地域団体等への支援事業
・ 支援の対象：地域団体、NPO法人、グ
ループ等が行うまちづくり活動や事業
のうち、総事業費が10万円以下のもの

・【補助限度額】1事業10万円

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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 〇情報掲示板

税

平成28年度分の市・府民税の証明は、６月１日から交付開始
　平成28年度分の市・府民税の課税証明書、所得証明書、納税証明書
は６月１日（水）から交付します。
　なお、請求前には、必要な証明書の種類、請求先等を十分確認いただ
き、本人確認書類（運転免許証、パスポート等）をご持参のうえ、ご請求
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

弁護士による京都市民法律相談
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）
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無料行政相談
日時　６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）

行政書士の市民困りごと無料相談
日時　６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692-2５00）

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。
日時　７月13日（水）14:00～15:00（受付開始13:15）。
場所　ロームシアター京都サウスホール（左京区岡崎最勝寺町）。
対象　戦没者の配偶者・父母・子・兄弟姉妹・孫・三親等以内の親
族とその配偶者、およびその他親族等で特に希望する方。
申し込み方法　６月１日（水）～15日（水）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）

「経済センサス−活動調査」を実施
　我が国の経済活動の把握のため、全ての事業所を対象に、６月１日付
で「経済センサス−活動調査」を実施します。
　５月下旬から調査員がお伺いしますので、調査票へのご記入をお願
いするとともに、調査へのご協力をお願いします。
問い合わせ先　市情報化推進室情報統計担当（電話222-3216）、
区総務・防災担当（電話５92-3066）
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有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業
　「出し方がわからない」などの理由から捨てられないままになりがち
な石油類や薬品などの「有害・危険ごみ」、また、紙パックなどの「資源
物」を、以下のとおり回収します。
　回収品目等の詳細は、問い合わせ先等で配架中のチラシまたは京都
市ホームページをご覧ください。
①５月21日（土）
　 9:00～11:00　場所　音羽小。
　14:00～16:00　場所　小金塚集会所。
②５月28日（土）
　 9:00～11:00　場所　大塚小。
　14:00～16:00　場所　西金ヶ崎公園。
③６月11日（土）
　 9:00～11:00　場所　山科中央公園。
　14:00～16:00　場所　東野北公園。
④６月18日（土）
　 9:00～11:00　場所　柳生亭駐車場。
　14:00～16:00　場所　陵ヶ岡小。
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）

私道の舗装新設・補修工事の助成制度
　私道の舗装新設工事や舗装補修工事、舗装工事に伴う排水施設（Ｌ
型街

がいきょ

渠）の新設・補修を行う際に、標準工事費の75％を助成します。
　助成を受けるには、いくつかの条件を満たすことが必要です。問い合
わせ先、区役所で配布される手引きをご確認のうえ、５月16日（月）から
平成29年３月15日（水）までに、問い合わせ先にお申し込み
ください。
問い合わせ先　東部土木事務所（電話５91-0013）
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 〇献血
日時　５月26日（木）10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　フレスコ山科店変形交差点角。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話５92-3474）

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）
地域のみんなの雅楽鑑賞会
　平安雅楽会による管絃および舞楽のステージ。
演目　
管絃：「越天楽」・「陪臚」
舞楽：「胡蝶」・「納曾利」・「蘭陵王」・「散手」
日時　５月21日（土）11:00～12:30（10:30開場）。
場所　当文化会館ホール。
定員　550名。
費用　無料。
申し込み方法　�氏名、電話番号・FAX番号、参加人数を添えて当館まで

（当日参加可）。

「第12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
まを対象に、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。
日時　10月30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　17団体程度。
費用　構成員１名につき1,000円。
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申し込み方法　�５月15日（日）～30日（月）までに当会館で配布の所定用
紙に必要事項を記載し提出。

山科図書館（電話５81-0５03）
おたのしみ会　絵本の読み聞かせ他
日時　５月21日（土）11:00～。
日時　６月18日（土）11:00～。

赤ちゃんの会　―だっこくらぶ―
１歳児前後を対象とした赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　６月６日（月）11:00～。

整体体操（中高年向け）
日時　６月13日（月）11:00～。

テーマ図書の展示と貸出
６月は、一般書「環境」・「自分みがき」、絵本「あめ」。

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
①５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。
②５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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山科区社会福祉協議会（電話５93-1294）
子育て応援団サロン
　本やおもちゃで遊べる子育てサロン。毎回、お子さんの写真付きの「月
めくり」をプレゼント。
日時　５月～平成29年３月（８月を除く）の毎月第３火曜日10:00～12:00。
場所　山科総合福祉会館２階。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

いずみ幼稚園（電話５81-8５14）
地域子育て支援事業
①園庭開放
お昼ごはんを持って遊びに来てください。
日時　毎週水曜10:00～15:00。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

②おひさまの森・ぴよぴよ赤ちゃんの大運動会
日時　５月21日（土）10:30～12:00。
対象　未就園児親子。
必要なもの　水筒。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

③おひさまの森・あじさい屋台まつり
日時　６月10日（金）10:30～12:00。
対象　未就園児親子。
必要なもの　水筒、お皿。
費用　無料。
申し込み方法　不要。



17

 〇児童館・学童保育所まつり　やんちゃワールド2016
～あそびをミッケ！～
　山科・醍醐地区から19の児童館が大集合。工夫を凝らした出し物を
用意して、皆様のご来場をお待ちしております。
●日時／５月21日（土）　午前10時～午後３時
　（雨天時は午前の部のみ開催）
●場所／百々小学校
●内容／午前の部　舞台鑑賞

午後の部　19の児童館からのブース出展他
●費用／無料
●問い合わせ先／市児童家庭課（電話251-2380）
　公益社団法人京都市児童館学童連盟（電話256-0280）

市政情報総合案内コールセンター
 〇京都いつでもコール

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）

６月４日はむし歯予防デー！
 〇忘れていませんか？お口の健康

歯科相談、予防健診を受けてみませんか。

成人・妊婦歯科相談
●対象／18歳以上の方、妊産婦の方　
● 日時／５月27日（金）　※以後、毎月第４金曜日（12月のみ第２金曜日）
に実施　午前９時～10時30分（予約不要）

●費用／無料

 京都いつでもコール 検索

総人口／� 134,924人
　男性／� 63,965人
　女性／� 70,959人
世帯数／60,630世帯
平成28年４月1日現在
（山科区推計人口）
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●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）

乳幼児歯科相談
●対象／０歳～就学前のお子さま　
● 日時／６月22日（水）　※以後、偶数月第４水曜日（12月のみ第２水曜
日）に実施　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）
ワンコインで受けられる!!　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（京都市ホームページを参照。対象の歯科
医院にはステッカーが掲示してあります）　

● 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。詳細はお問い合わせください）
●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）

６月１日～７日は「HIV検査普及週間」
 〇HIV検査を受けましょう

　６月１日（水）～７日（火）は、HIV検査普及週間
です。
　この機会に、自分は大丈夫と思わず、まずはHIV
検査を受けてみませんか。
●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、検査の２週間後にお渡しします。

京都市 HIV マスコット
「あかりん」
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指定の日に必ず本人が保健センターへお越しください。
●費用／無料
● その他／検査は、匿名で受けられます。また、HIV検査とあわせてのク
ラミジア・淋菌・梅毒の無料検査も実施しています。
●�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）

 〇平成28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
員増強運動を展開しています。
　京都府内は、平成24年８月南部豪雨災害以降、３年
連続で災害救助法の適用となる水害に見舞われまし
た。日本赤十字社京都支部では、いずれの災害に対し
ても、いち早く救援物資の配布や医療救護班を派遣す
るなどの対応を行いました。
　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）

 〇生活安全スポットニュース

交通事故多発の季節です
―事故防止チェックポイント―
①ドライバーの方へ
　観光目的の車の増加、商業施設周辺での人出の増加により、幹線道路
等で交通渋滞が頻繁に発生中。一層慎重な運転を！
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②自転車運転者の方へ
　自転車事故裁判で高額な賠償命令が科される事例が増加中。自転車
ルールをしっかり守りましょう。
③歩行者の方へ
　三条通、外環状線、国道１号線等の横断禁止場所では絶対に横断して
はいけません。横断は、安全施設(横断歩道、横断陸橋、地下道)を利用し
ましょう。
④高齢者の方へ
　単純な運転ミスによる事故が増加中。夜間の外出はできるだけ避け、
外出する際は、明るい服装と反射材を身に着けましょう。

交通教室受講者募集中！
お気軽にお問い合わせください。
● 対象／企業・老人会・学校等

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

 〇バーベキューやハイキングでの食中毒にご注意ください！
　レジャーやイベントなど、野外での調理や飲食の機会
が多くなる季節です。
　生の肉は新鮮なものであっても、少量の菌で発症する
カンピロバクターや、強い毒性を持つＯ157（腸管出血性
大腸菌）などの細菌に汚染されている可能性があります。
　食中毒を防ぐために、次の３点に注意しましょう。

（１）肉はしっかり加熱する
中心温度75℃で１分間以上、中心部の色が変わるまで加熱

（２）細菌をつけない
食器や調理用具（皿、箸、トング、包丁、まな板など）を生肉用とそれ
以外用に区別する
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（３）細菌を増やさない
クーラーバックや保冷剤を用いるなど、食材の温度管理に注意し、
調理した料理はすぐに食べる

　レジャー等に適した心地よい季節を、楽しく安全にお過ごしくださ
い。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）

第41回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
 〇連載　区民活動きずなリレー

飲んで食べて　楽しむ。山科バルフェスタ
～山科商店会から、山科全体を盛り上げたい～
　山科駅の西、北は旧三条通から南は渋谷街道まで続く山科商店会で
は、平成26年から「山科バルフェスタ」を開催しています。１日１万人を
集める食のイベントは、どのようにしてでき上がってきたのか。商店会
の副会長、菊澤さんにお話を伺いました。
　大型商業施設との競争や商店主の高齢化など、全国的に商店街を
取り巻く状況が年々厳しくなってきている中、これまで商店会では、フ
リーマーケット「軒下ばざ～る」の開催や、他団体と連携した「こども
フェスタ」「ぐるっとふれ愛まちフェスタ」などのイベントを実施してき
ました。それぞれ多くの来場者で賑わいますが、商店会としてはイベン
ト実施後の集客にいかにつなげるかが課題でした。近年、商店会の構成
店舗に飲食店が多くなってきたことから、飲食そのものを中心としたイ
ベントとして「山科バルフェスタ」を企画したそうです。
　イベントは午前11時から午後９時まで、商店会の旧三条通から三条
通の間を車両通行止めとし、約30のお
店が出店します。山科商店会の飲食店
を中心に、山科区内で営業する飲食店
が出店するので、山科のいろいろなメ
ニューをここで味わうことができます。
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また音楽などのパフォーマンスや、京都橘大学・京都薬科大学の学生
による活動発表などもあり、飲んで食べて、見て楽しむイベントとなっ
ています。
　「最初は準備の時間がわずかで、とても苦労しましたが、しだいに軌
道にのってきました。来場者は当初から１日１万人と、多くの方に来て
いただき、食のイベントに対するニーズの高さを実感しています。」と菊
澤さん。イベントの後も、通行量が２割ほど増加したとのことで、具体
的な成果も上がっています。
　５回目となる次回は５月21日、22日。初めてコンセプトを設けます。「メ
イドイン山科」その思いは―
　「こだわっているのは“山科発”という点。オール山科で、ゆくゆくは
山科全体を盛り上げる、そんなイベントを目指しています。」
　今回は他にも新たな試みが。一つは開催エリアを、三条通より少し南
までひろげること。もう一つは向日市の激辛商店街とのコラボです。新
しいチャレンジをしながら、着実に根付いてきた山科バルフェスタ。ぜ
ひ味わいに行きませんか？（京都市まちづくりアドバイザー佐藤友一）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

第５回山科バルフェスタ
●日時／５月21日（土）・22日（日）午前11時～午後９時
●会場／山科商店会
●問い合わせ先／山科商店会（オザキヤ）（電話581-3403）




