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�〇伝統工芸品を取り入れて暮らしに潤いを
　京都の伝統産業は、茶道や華道、能
など、日本固有の文化や、公家、武家、
町衆といった目利き、つまり優れた
使い手に評価されることで技術や感
性を高めてきました。
　自然の素材を使い、職人の高い技
術で細部までこだわって作られた伝
統工芸品は、使い込むほどに味わいが増し、思い出も
詰まっていきます。
　生活の中に、ひとつでも、お気に入りの伝統工芸品
を取り入れてみてはいかがでしょうか。きっと皆様
の暮らしに潤いと豊かさを与えてくれるはずです。

　京都が誇る伝統工芸品、「京焼・清水焼」。
　職人のこだわりが詰まった作品の魅力は、やはり目
で見て、手に取ってこそ感じていただけます。清水焼の
郷まつり、やましな駅前陶灯路、ぜひ、ご来場ください。

京都市長　門川 大作

京焼・清水焼ってどんなもの？
〜作り手の個性を感じて〜
　京焼・清水焼は、桃山時代に始まる茶道の流行に伴って、茶器づくり
を中心として発展してきました。
　京焼・清水焼の共通した特徴はなく、作家
や職人、窯元によって原料となる土や技法も
異なることから、作り手ごとに、個性的で、味わ
いのある作品が作られています。
　山科には京都の伝統産業の一大生産拠点
である、清水焼団地があります。
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　清水焼の郷まつり等で、窯元ごとに違う京焼・清水焼の魅力を堪能
してください。

清水焼の郷まつり
第43回�大陶器市×京都ちーびすマルシェ
日時／10月20日（金）〜22日（日）　9:30〜18:00
　京焼・清水焼を中心として、約50
万点の陶器を販売します。また、京都
府内の農産物や加工品の販売をはじ
め、地ビールや抹茶スイーツなどの
グルメを楽しめる“京都ちーびすマ
ルシェ”も同時開催します。ぜひ、お
越しください。
●場所／清水焼団地一帯
●�アクセス／JR・京阪・地下鉄「山

科駅」から京阪バス29A系統醍醐
寺行き「清水焼団地」降車
●問い合わせ／清水焼団地協同組合（電話581-6188）

第10回　やましな駅前陶灯路
日時／10月７日（土）　18:00〜20:00
　約2,000個の京焼・清水焼の陶器
や切子グラスの中で、ほのかに揺れ
るろうそくの灯りが皆様をお迎えし
ます。
　今年のテーマは、10回目の開催を
表す“十”（とを）。炎のゆらぎが創り
出す幻想的な空間をお楽しみくださ
い。
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●場所／ラクト山科公園、ホテルブライトンシティ京都山科周辺、
　ラクトB（大丸側）、ほか
※雨天時はホテル前のみ実施
●問い合わせ／やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）

�〇やましなの「今」を持ち歩こう
　山科区公式アプリ「やましなプラス＋」
　「まちづくり」、「子育て」、「健康長寿」、「文化・観光」など、
山科区の幅広い分野の旬のニュースが読める「やましなプラス＋」。暮
らしに役立つ区内の店舗情報やイベント情報も充実しています。
　山科の歴史や文化等をご紹介するコラムも連載中。ぜひ、ダウンロー
ドしてください。

歩いて　読んで　「やましなポイント」をゲットしよう！
「健康ウォーキング」や「もてなすくんゲーム」で獲得した「やましなポイ
ント」を、お買い物等でご利用いただけるポイントに交換できます。ぜ
ひご利用ください。

全て無料で
利用できます！

ニュース
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山科の「地域ネタ」を教えてください！
「こんなおもしろい場所がある」、「こんなすごい人がいる」など、山
科区内の「地域ネタ」や情報がありましたら、問い合わせ先までお寄
せください。
※内容によっては、掲載できないこともありますので、ご了承ください。

ダウンロード方法

iTunes App StoreまたはGoogle Playで「やましなプラス」を検索する
か、上記QRコードよりインストールできます。※通信料は利用者負担

●問い合わせ先／
　山科区スマートフォンアプリ運営協議会（区総務・防災担当）
　（電話592-3066）（Eメール：y-plus@kyoto-city.jp）
※ 「やましなポイント」の利用方法については、アプリ内の利用規約をご

覧いただくか、問い合わせ先にお問い合わせください。

健康
ウォーキング

もてなすくん
ゲーム

ニュースを
読んで

ポイントゲット！

１日の歩数に
応じてポイント
ゲット！
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�〇９月は「高齢者の交通事故防止強化月間」
〜高齢運転者の交通事故を防止するために〜
　京都市内で高齢運転者の交通事故が増加しています。
　年齢を重ねるにつれ、感覚や認知機能が低下し、アクセルとブレーキ
の踏み間違いや一時不停止、信号無視などの割合が高くなります。
　９月は「高齢者の交通事故防止強化月間」です。悲惨な交通事故を１
件でも減らすため、今一度、ご自身の運転を見直し、運転に不安を感じ
られたら、運転免許の返納も検討しましょう。
●問い合わせ先／市文化市民局くらし安全推進課（電話222-3193）

�〇平成29年　秋の全国交通安全運動
運動期間
９月21日（木）～９月30日（土）
スローガン
見ることも見られることも事故防止
運動重点
●子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
●全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶
●歩行中・運転中のスマホ等使用の根絶
●二輪車の交通事故防止
●自転車の安全な利用の促進

�〇赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
　昭和22年に始まった共同募金運動は今年で70周年

（第71回目）を迎えます。
　10月１日（日）から京都府内各地で募金活動を実施し
ます。山科区では、各学区の町内会・自治会で募金活動を行うほか、区
役所に募金箱を設置します。
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　地域で集まった募金は、その地域の高齢者・児童・障害者福祉事業
に役立てます。赤い羽根共同募金は「自分のまちを良くする仕組み」で
す。皆様のご協力をお願いします。
●問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当（電話592-3088）　
　京都府共同募金会（電話256-9500）

�〇地域消防最前線
勇気ある行動が、大切な命を救います！
　救急車が到着するまでの間、居合わせた人々が
胸骨圧迫や人工呼吸、AEDを使用した除細動をす
ることで、その人の命を救うことができます。
　京都市消防局では、毎月市民を対象とした普通救命講習（講義と実技）
を市民防災センター（南区）で開催しています。
●日時／10月15日（日）、10月24日（火）
　午前の部：午前９時15分～午後０時15分
　午後の部：午後１時30分～４時30分
※ 11月以降も継続的に開催しています。開催日については京都市消防

局ホームページでご確認ください。
●場所／京都市市民防災センター（南区西九条菅田町７）
●費用／無料
●定員／20名
●申し込み・問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）
※ 山科消防署でも、団体等を対象とした救命講習を随時開催していま

す。お申し込みは申し込み先にお電話ください。
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�〇「ふれあい“やましな”2017区民まつり」ステージに
　出演しませんか？
　「ふれあい“やましな”2017区民まつり」のステージに出演される団体
を募集します。このイベントは、山科区民の皆様の交流を進めることを
目的に毎年開催しています。皆様の活動の成果を発表し、区民まつりを
盛り上げませんか。ご応募をお待ちしています。
●日時／11月23日（木・祝） 
　午前10時50分～午後３時（１団体約15分の出演）
●場所／山科中央公園（西野阿芸沢町）　
●対象／山科区内で活動されている団体
●募集団体数／７団体（申し込み多数の場合は、実行委員会で選考）
●費用／無料
●�申し込み方法／区役所で９月15日（金）から配布の申込書（山科区ホー

ムページにも掲載）で、窓口、郵送、FAXにて受付。
●申し込み期間／９月15日（金）～９月29日（金）必着
●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（区まちづくり推進担当）
　（電話592-3088）（FAX502-8881）（〒607-8511（住所不要））

総人口／ 134,778人
　男性／ 63,782人
　女性／ 70,996人
世帯数／61,045世帯
平成29年８月1日現在

（山科区推計人口）
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�〇情報掲示板

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
●国民健康保険（国保）加入の届出は14日以内に
　職場の健康保険などの被保険者とその被扶養者、生活保護を受けて
いる方及び後期高齢者医療の被保険者の方以外は、全ての方が国保に
加入することが必要です。下記の①～④に該当するようになった時か
ら14日以内に、問い合わせ先に国保加入の届出を提出してください。

　①他の市町村から転入したとき
　②職場の健康保険や国保組合をやめたとき
　③生活保護を受けなくなったとき
　④国保の加入者に子どもが生まれたとき

　正当な理由なく加入の届出が遅れた場合、その間の医療費等は全額
自己負担となりますのでご注意ください。
●10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど、一定の条件に当て
はまる場合、10月から特別徴収（年金からの引き落とし）により納付いた
だきます。
　口座振替による納付に変更できる場合もございますので、変更をご
希望の場合は、問い合わせ先にお申し出ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
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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）13:15～15:15
予約方法　 相談日の週の月・火曜日の8:30～17:00または、相談日当日

の8:30～14:45に問い合わせ先に電話または来所（定員にな
り次第、受付終了）

場所　区役所第２会議室
定員　12名
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

■司法書士による無料登記・法律相談
日時　10月10日（火）13:30～15:30
場所　区役所第２会議室
問い合わせ先　京都司法書士会（電話241-2666）

■無料行政相談
日時　10月12日（木）13:30～16:00
場所　区役所第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　10月17日（火）13:30～16:00
場所　区役所第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）
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健康・長寿

■献血
日　程 場　所

 9月20日（水） 山階南小学校
10月 5日（木） グルメシティヒカリ屋駐車場
10月 6日（金） ラクト山科公園

※時間はいずれも10:00～11:30、12:30～16:00
問い合わせ先　区健康長寿推進課地域支援担当（電話592-3214）

■その咳、本当にかぜですか？
毎年９月24日〜30日は結核予防週間です。
　結核は日本国内最大の感染症です。薬を飲めば完治できる病気です
が、今でも１日に50人の患者が発生し、５人が死亡しています。
　正しい知識があれば感染しても怖がる必要はありません。早期発見・
早期治療が、結核まん延を防ぎます。
　年に１回は胸部検診を受けるとともに、咳・痰、微熱、だるさなどの症
状が２週間以上続いたら受診しましょう。
問い合わせ先　区医療衛生コーナー（電話634-8631）

■がん検診のお知らせ　胸部・大腸がん・胃がん検診
①胸部（結核・肺がん）検診
日時　毎月第２・４金曜日9:00～10:30
対象　 15歳以上の方（肺がん検診は40歳以上。65歳以上の方は感染症

法により年１回の胸部検診の受診が義務づけられています）
費用　無料（喀痰検査が必要な場合は1,000円）
申し込み方法　不要
受付　区役所１階Ｘ線撮影室前
②大腸がん検診
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日時　毎週火・木曜日8:30～11:00
対象　40歳以上の方
費用　300円
必要なもの　 検査容器（事前に受け取った検査容器にご自宅で２日分

の便を採取後、当日受付に提出してください）
申し込み方法　不要
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
③胃がん検診（バリウムによる胃部X線検査のみ実施）
日時　毎週火・木曜日9:00～ 時間指定
対象　50歳以上の方（次年度から２年に１回）
費用　1,000円
申し込み方法　予約制。問い合わせ先へ
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
※いずれのがん検診も免除制度あり
※詳細は
問い合わせ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

■“お口の健康”忘れないでね！
―成人・妊婦歯科相談―
　むし歯や歯周病･･･一度、お口の健康をチェックしてみませんか？お
口のことで困ったことがあればご相談ください！
日時　９月22日（金）9:00～10:30
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
費用　無料
申し込み方法　不要
問い合わせ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

検索京都市　がん検診
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■桃陽病院アトピー・ぜん息スクール
　アトピー・ぜん息児とその保護者に、アトピー・ぜん息についての正
しい知識と、スキンケア、軟膏処置、発作時の対処方法を学んでいただ
けます。
日時　10月11日（水）9:30～正午
場所　区役所２階第１会議室
対象　 京都市内在住の乳幼児から小学６年生までのアトピー・ぜん息

を持つ児童とその保護者
費用　無料
申し込み方法　 10月４日（水）までに郵便番号、住所、保護者・乳幼児及

び児童氏名（ふりがな）、性別、学校（園）名、学年、年齢、
電話番号を記入し、封書（消印有効）又はFAXで問い合
わせ先へ。
宛先：京都市桃陽病院　〒612-0833　

伏見区深草大亀谷岩山町48番地の1
定員　15組（申込多数の場合は抽選）
問い合わせ先　桃陽病院（電話641-8275）（FAX641-8307）

お知らせ

■就業構造基本調査を実施します
　全国・地域別の就業構造を明らかにするための調査を実施します。
調査対象となった世帯には、調査員がお伺いしますので、調査へのご協
力をお願いします。
　なお、パソコンやスマートフォンでもご回答いただけます。
問い合わせ先　区総務・防災担当（電話592-3066）
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イベント・講座 　お問い合わせは各施設等まで

京都橘大学（電話574-4186）
■第13回たちばな健康相談
　京都橘大学大学祭の３日目に、健康相談を実施します。内容は下記
のとおりです。
①骨密度測定
②血管年齢測定
③脳年齢測定（先着180名）
④身体計測（身長・体重・腹囲・体脂肪率）・血圧測定
⑤ 塩分チェック（味噌汁や煮物の汁などをご持参いただくと塩分濃度

のチェックができます）、塩分・糖分の含有量をしめす食品の展示
⑥ストレスチェック
⑦肩こり解消体操
⑧健康相談　など
※開催当日のお問い合わせは、京都橘大学代表番号（電話574-1111）まで
日時　10月22日（日）10:00～15:00（受付時間）
場所　京都橘大学 清優館３階第１実習室
費用　無料
いずみ幼稚園�（電話581-8514）�

■地域子育て支援事業
①親子体操
日時　９月25日（月）10:50～11:30
必要なもの　水筒・タオル
費用　無料
申し込み方法　不要
②おひさまの森　ダンス！ダンス！ダンス!!!
　キッズチアダンス講師（元USJパレードダンサー）による親子ダンス



16

日時　９月28日（木）10:30～12:00
必要なもの　水筒
費用　無料
申し込み方法　不要
③園庭開放
日時　毎週水曜日10:00～15:30
費用　無料
申し込み方法　不要

山科図書館（電話581-0503）

■Head�Shouldersで遊ぼう！
英語の歌や読み聞かせ他
日時　９月16日（土）14:30～

■おたのしみ会
日時　９月16日（土）11:00～／10月21日（土）11:00～
絵本の読み聞かせ他

■赤ちゃんの会ートコトコくらぶー
絵本の読み聞かせ他
日時　９月25日（月）11:00～／10月16日（月）11:00～

■赤ちゃんの会ーだっこくらぶー
絵本の読み聞かせ他
日時　10月２日（月）11:00～

■テーマ図書の展示と貸出
９月　一般書「防災」　絵本「うさぎ」
10月　一般書「○○の秋」　絵本「ほん・としょかん」
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移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
９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
９月27日（水）
10:00～10:40 場所　大塚小
11:00～11:40 場所　大宅小

�〇「市民しんぶん山科区版」（8月15日号）の訂正について
　８月15日号「情報掲示板」（３面）のうち、「山科区地域支え合い活動入
門講座」の記事の、問い合わせ先、申し込み先等に誤りがありました。お
詫びして訂正いたします。
　正しい問い合わせ先、申し込み先は
山科区社会福祉協議会（電話593-1294）です。

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）

検索京都いつでもコール

�〇敬老の日
100歳おめでとうございます
　お生まれになった年は大正６年４月１日～大正７年３月31日です。
　これからも、健やかに過ごされますよう心からお祈りいたします。
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●勧修学区
　日置　辰一朗さん
●山階学区
　中前　静子　さん
　吉村　啓子　さん
●鏡山学区
　山岡　德子　さん
　四手井淑子　さん
　日南田憲雄　さん
●音羽学区
　中田　美祢　さん
　秀島　チヨノさん
　森田　絹江　さん
●安朱学区
　森本　房治郎さん
　岩垣　みつ　さん
　東　　美江　さん
　道塲　貞子　さん
　清原　きみ子さん
●陵ヶ岡学区
　室田　千代 さん
　長谷川好子　さん
　磯田　確也　さん
　浅井　ふく　さん
●大宅学区
　那須　妙子　さん
　湯尻　ふ 　さん
●山階南学区
　川向　芳枝　さん
　髙山　カネ子さん



19

●百々学区
　吉岡　藤枝　さん
　井垣　隆敏　さん
　影木　ハルヱさん
●大塚学区
　山田　靜子　さん
●小野学区
　瀨川　たか　さん
●音羽川学区
　粟津　こと　さん
　上野　久江　さん
●西野学区
　伊藤　テル　さん

この他に10名おられますが、公表を望まれておりません。
（平成29年８月15日現在）
●問い合わせ／区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

�〇トンネル緊急点検の結果報告
　平成29年４月９日に発生した宝池トンネルにおけるコンクリート片
はく落事故を受け、市が管理する17トンネルについて、緊急点検を実施
しました。
　山科区では厨子奥、花山、御
陵の３トンネルで、把握した損
傷箇所の内、落下する恐れのあ
るコンクリートを除去し、安全
確保を行いました。今後、今回の点検結果を反映して、修繕工事に早期
着手できるよう努めてまいります。
●問い合わせ／市土木管理課（電話222-3568）

東海道
本線

東海道
本線

国道1号線国道1号線

至山科至山科
花山トンネル花山トンネル

厨子奥トンネル厨子奥トンネル 御陵トンネル御陵トンネル

県道143号線

県道143号線

NN
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山科スポーツNEWS

�〇山科中学フェニックス、DODOフェニックスが
　全国ジュニアゲートボール大会で健闘！
　７月29日、30日に「第22回全国ジュニアゲート
ボール大会」が埼玉県の熊谷スポーツ文化公園彩
の国くまがやドームで開催されました。京都府代
表として出場した「山科中学フェニックス」と小
学生で構成される「DODOフェニックス」は、全国
から集まった並いる強豪チームと対戦し、山科中
学フェニックスはベスト８、DODOフェニックスはベスト16の成績を収
めました。

�〇陵ヶ岡スポーツ少年団が「第37回全日本バレーボール
　小学生大会」に出場！
　８月７日～８月10日の４日間にわたり、東京体育館ほかで開催された

「ファミリーマートカップ・第37回全日本バレーボール小学生大会」に、
陵ヶ岡スポーツ少年団が京都府代表として出場しました。
　２年前の大会では見事全国優勝の快挙を成し
遂げた同チームでしたが、結果は惜しくも予選敗
退となりました。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）

�〇高齢者インフルエンザ予防接種がはじまります
●実施期間／平成29年10月16日（月）～
　平成30年１月31日（水）
●�対象者／接種日現在、65歳以上の京都市民（ 60歳以上65歳未満の方

で特例措置の場合あり）
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●実施場所／京都市インフルエンザ予防接種協力医療機関（要予約）
※ 協力医療機関がわからない場合は、京都いつでもコール（電話661-

3755）にお問い合わせください。
接種料金：2,000円
※ 市民税非課税の方、生活保護受給の方等、もしくは市

民税課税の方で、総所得金額が125万円以下の方は減
免措置があります。事前申請が必要となりますので、
区役所２階特設コーナー（エレベーター横）へお越しください。（事前
申請は平成29年10月２日（月）から受け付けています）

※ ご本人を証明する書類（健康保険証、運転免許証及び敬老乗車証等）
を持参してください。

区　分 接種料金

市民税課税者
総所得金額100万円超125万円以下 1,500円
総所得金額100万円以下 1,000円

市民税非課税者、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給
付受給者 無　料

●問い合わせ／区健康長寿推進課高齢介護保険担当（電話592-3290）

�〇第48回「明日の山科を考える」を開催
　山科区では、地域が抱える課題を共有し、地域と関係行政機関が連携
してその解決に向けて話し合う「明日の山科を考える（山科区自治連合
会連絡協議会総会）」を昭和44年から毎年実施しています。
　今年も８月４日に、各学区の自治連合会の役員の皆様や市会議員・
府議会議員、行政機関等の110名が参加して開催されました。
　会議では、地域に危険な所がないか等を、みんなで実際に歩いて点検
する「まち歩き」の結果が３つの自治連合会から発表され、その後、京都
市レジリエント・シティ統括監の藤田裕之氏から、レジリエンス（大地
震などの災害や人口減少など都市に忍び寄る様々な危機に対して、し
なやかで強い、持続可能な社会）についてのお話がありました。
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　そして、今年度は門川大作京都
市長が出席し、「日本の“こころの
創生”に貢献　『世界の文化首都・
京都へ』」と題して講演が行われま
した。
　市長からは、山科が平安京より
古い豊かな歴史を持つ地域である
こと、また、地域の皆様の活動の成果として犯罪件数（刑法犯認知件数）
が大きく減少していることなどが述べられました。
　さらに、文化庁が平成33年度までに全面的に京都へ移転することを
踏まえ、文化と福祉や教育・子育て支援、産業、観光、まちづくりなど、あ
らゆる分野を融合し、文化の力で日本を元気にしていく、という方針が
語られました。
　最後に、代表して３つの学区から山科区の環境問題、道路・交通問題、
教育問題についての意見表明があり、市長からの「区民の皆様と情報を
共有し、共に取り組んでいく」という力強い言葉で締めくくられました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）


