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　東山区では、みなさんのアイデアあふれるまちづくり活動に助成金を交付
しています。今年度は、番組小学校創設150周年を記念し、地域の子どもは
地域で育てる機運を高め、地域力の向上につながる取組を支援！詳しくは区
役所等で配架中のリーフレットや区役所ホームページをご覧ください。
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課題解決
Ⅰ型事業

4/5以内

3/4以内

1/2以内

9/10以内

上限50万円

上限50万円

上限50万円

上限10万円

●地域の子どもは地域で育てる機運を高め、地域力の向上につながる取組
 （はぐくみ文化創造発信枠）
●空き家の活用等に資する取組

●歴史力・文化力の向上  ●防犯力・防災力の向上
●健康長寿のまちの実現 ●大学と地域の連携促進
●東山区基本計画に掲げる重点取組項目の推進

●地域の魅力を高める事業または地域の活性化につながる事業

に資する取組

●地域の課題や地域の活性化、魅力の向上に取り組む比較的小規模な事業

課題解決
Ⅱ型事業

地域の魅力向上・
活性化事業

小規模事業

「はぐくみ文化創造発信枠」を新設！

応募期間 4月１日（月）～5月31日（金）

応募方法 申請書等を提出してください。
申請用紙は区役所ホームページからダウンロードできます。
申請書等を提出してください。
申請用紙は区役所ホームページからダウンロードできます。

※ご応募に際しては、事前相談が必要です。
　5月24日（金）までに、必ずご相談ください。
※お越しの際にはお電話で訪問日時をお知らせください。
※審査を経て交付を決定します。

東山区まちづくり支援事業 検 索

助成対象事業 補助率 交付額

新設

問合せ 地域力推進室（☎561-9105）
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市民しんぶん東山区版

東山区役所ホームページ 東山区役所

東山区の総人口：37,032人

世帯数：20,715世帯
女性：21,253人
男性：15,779人

平成31年3月1日現在（推計）

検 索東山シンボルマーク
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消防

119番

です！

　３月12日、東山区役所で「市民憲
章推進者」の区長表彰式を行いま
した。まちの美化や地域の見守り活
動、地域福祉の向上などを率先して
実行し、魅力と個性あふれるまち・
京都の実現に大きく貢献されている
６名と３団体の方に区長から表彰状
をお贈りしました。

表彰された皆さん
（敬称略・順不同）

〈個人〉
横江信二（清水）
流井和幸（清水）
森本好子（貞教）
柳原伸一（一橋）
大西　均（月輪）
田中武章（今熊野）

〈団体〉
東山区シニアクラブ連合会
東山少年補導委員会修道支部
今熊野自治連合会

日時　５月７日（火）～17日（金）
８時30分～17時（土・日除く）

場所　区総合庁舎１階展示ホール
　「人権が尊重される社会」の実現を目指し、区内の小中学生による人
権標語、絵画、書などを展示します。生徒たちが創作活動を通じて、人
権について考え、感じた作品をご覧ください。

問合せ　地域力推進室（☎561-9114）

募集期間　４月１日（月）～６月28日（金）
対象　市内の地域団体

※詳細はお問い合わせください。
助成額　費用の10分の９（１台分につき上限20万円）

※１団体５台まで
申込み　地域力推進室（☎561-9114）

　３月７日の「消防記念日」にちなみ、地域の防火・防災活動の推
進や事業所の自主防火管理などに尽力された皆様や事業所等が表彰
されました。

　東山区からは11団体、５事業所、４個人が表彰されました！

　春の全国交通安全運動期間に
先駆けて、交通安全大会を開催
します。
　区民の皆さんとの交通安全パ
レードと啓発活動を通して広く交
通安全の重要性をアピールしま
す。交通安全意識を高め、交通
事故抑止を図りましょう。
日時　５月10日（金）10時～12時
場所　円山公園～川端通四条

※円山公園音楽堂にて式典を開催します。
問合せ　地域力推進室（☎561-9114）
主唱　東山区交通安全対策協議会

日時　５月11日（土）
10時～11時30分　(受付 ９時30分～)

場所　東山地域体育館（区総合庁舎３階）
内容　『セレモニー』

チアダンス披露／ラグビー模範演技
『体験教室』

交通安全／チアダンス／ラグビー
※チアダンス＆ラグビー体験は事前申込みが必要です。
申込み　４月26日（金）までに東山警察署交通課窓口にて
問合せ　東山警察署（☎525-0110）

平成31年京都市市民憲章
東山区表彰

みんなでチャレンジ！

ラグビー＆チアダンス体験教室
スポーツを通じて交通安全を学ぼう

防犯カメラを身近に
防犯カメラ設置促進補助事業

平成３１年
「消防記念日」表彰式

昨年も多くの方が参加しました！

入場
無料

５月は憲法月間
区内小・中学生人権作品展開催！

「交通事故ストップin東山」開催

春の全国交通安全運動
５月11日（土）～20日（月）

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第280号　　平成31年4月15日　（2）



日程 時間 会場
５月９日（木） 13時30分～15時 元有済小学校
５月16日（木） 13時30分～15時 元白川小学校

５月23日（木） 10時～11時30分
13時30分～15時 東山泉小中学校（西学舎）

胸部（結核・肺がん）検診：胸部Ｘ線検査
対象　15歳以上（肺がん検診は40歳以上）

【65歳以上の方は年1回の検診が義務付けられています】
料金　無料（問診の結果、喀

か く

痰
た ん

検査が必要な場合は別途1,000円。免
除制度あり。）

申込み　当日会場で受け付け（申込み不要）
大腸がん検診：便潜血検査（２日分の検便）
対象　40歳以上　　料金　300円（免除制度あり）
申込み　当日会場で受け付け。検査容器を提出してください。

※検査容器は健康長寿推進課等で配布しています。
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

　 対象 内容 費用

胃がん検診 50歳以上　※1 バリウムによる
胃部Ｘ線検査※2

1,000円
(免除制度あり）

大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査 300円
(免除制度あり）

※１平成31年12月31日時点で偶数年齢の方。２年に１回受診可。
※２指定医療機関で実施する内視鏡検査との選択制です。Ｘ線検査を
受診された方は内視鏡検査を受診することができません。
日程　６月11日（火）／ 18日（火）※後日郵便でお知らせします。
場所　区総合庁舎
申込み　京都予防医学センターへ申込みはがきにて

（申込みはがきは胃がん検診案内チラシに添付、健康長寿
推進課窓口、京都市ホームページから入手可能）

締切　５月15日（水）当日消印有効
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

　自然いっぱいの子どもの楽園が一日児童館に変身します。今年のメイ
ンは段ボール迷路。工作や遊びのコーナーもたくさん！広い公園で思いっ
きり遊びましょう。
日時　５月18日（土）10時～15時
場所　宝が池公園　子どもの楽園
問合せ　市育成推進課（☎746-7610）

市児童館学童連盟（☎682-6260）

　老朽化に伴い木製高欄を
リニューアルしました。
問合せ　市東部土木事務所

（☎591-0013）

　３月３日、各学区の体育振興会からの代表108人の選手が日
頃の練習の成果を発揮し、競い合うとともに親睦を深めました。
成績（団体の部）
優　勝　月輪体育振興会チーム
準優勝　修道体育振興会チーム
第三位　粟田体育振興会チーム
（個人男子の部）　　　　　 （個人女子の部）
優　勝　岡本安正（新道）　優　勝　藤田恭子（清水）
準優勝　久保欣司（月輪）　 準優勝　大野公子（今熊野）
第三位　勝元貴也（修道）　第三位　柳生ちず子（修道）

コミュニティ回収登録団体等 使用済てんぷら油
回収登録団体等

落ち葉等堆肥化
活動団体

対象

①10世帯以上の住民団体
（マンション管理組合を含む）
②10世帯以上のマンションの
所有者・管理会社

家庭から排出され
る使用済てんぷら
油を定期的に回
収 する住 民 団
体・個人

落ち葉等の堆肥
化活動を行う住
民団体（概ね10
世帯以上）

助成額

①上限15,000円※
②１棟目15,000円※
以降１棟ごとに5,000円ずつ加算
（上限50,000円）

基本額5,000円※ 上限50,000円

申込み

①東山エコまちステーション
（☎366-0182／FAX366-1376）
②市まち美化推進課
（☎213-4960／FAX213-4961）

東山エコまちステーション
（☎366-0182／FAX366-1376）

締切 2020年3月31日 2020年3月31日 2020年2月28日

※応募時期等により異なる。

集団健診で健康チェック！６月は東山区役所で、
胃がん・大腸がん巡回検診を行います。

左京・東山合同

巽橋の補修工事が完了！

東山区体育振興会連合会
東山区民ボウリング大会結果

応募方法 ハガキまたはＥメールにて
①名前②年齢③住所④電話番号⑤解答⑥本紙の感想をご記入ください
応募先

【ハガキ】〒605-8511（住所不要）東山区役所地域力推進室「こちら東山」係まで
【メール】「クイズ応募」と明記の上、higashiyama-somu@city.kyoto.lg.jpまで
応募締切　５月７日(火）（ハガキは当日消印有効）

　東山区のスポットを
クイズ形式で紹介。写
真の場所をお答えくだ
さい。正解者の中から
抽選でトラフィカ京カー
ド千円分をプレゼント！

【今月のクイズ】ここはどこでしょう？
　天台宗の京都五箇室門跡のひと
つとして数えられている門跡寺院。
相阿弥作の美しい庭園や国宝であ
る青不動明王が有名。

クイズ東山発見！

ごみ減量の取り組みを支援します！
登録団体等を募集中 児童館・学童保育所まつり

子どもの楽園　あそびの楽園　一日児童館
～あそびがいっぱい　自然もいっぱい～

無料

（3）　平成31年4月15日　　第280号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版 自治会・町内会に入って住みよいまちに
京都市は、自治会・町内会を応援しています



弁護士による京都市民法律相談
　法律的な相談事について、1組につき20分以
内で弁護士が相談に応じます。
　日時 毎週水曜日（祝日除く）

13時15分～15時15分
　受付 予約制（窓口または電話にて）
　　　相談日の週の月曜日～相談日
　　　８時30分～17時（祝日除く）
　　　※相談日当日の受付は14時45分まで
　定員 ６組
行政相談委員による行政相談

　国の行政に関する苦情や意見・要望について
行政相談委員が相談に応じます。
　日時 ５月９日（木）13時30分～15時30分
※場所はすべて区総合庁舎２階 地域力推進室 
相談室
問合せ地域力推進室（☎561-9114）

行政書士による困りごと相談
日時 ５月16日（木）14時～16時
場所 区総合庁舎２階 地域力推進室相談室
問合せ京都府行政書士会第４支部事務所

（☎762-0505）

平成31年度保険料の納付は口座振替が便利です
　領収書または納入通知書など国保記号番号の
わかるもの、通帳の届出印をお持ちの上、預金
口座のある金融機関、郵便局の窓口へお申し込
みください。なお、お申込みから振替開始まで
1カ月半から2カ月程度かかります。
問合せ保険年金課（☎561-9197）

国民健康保険料の夜間納付相談
　保険料の滞納がある場合は、至急納付してく
ださい。納付に困難な事情がある場合は、ご相
談ください。
夜間納付相談日 ４月24日（水）19時30分まで
問合せ保険年金課（☎561-9198）

国民年金保険料の学生納付特例制度について
　学生の方で前年の所得が基準額以下の場合、
申請し承認されると保険料の納付が猶予されま
す。区役所で申請される場合は、年金手帳と学
生証等が必要です。
　なお、失業や災害により保険料の納付が困難
な場合、所得額にかかわらず承認される場合が
あります。
　前年度から引き続き申請される方は、年金事
務所から送付された申請書（ハガキ）を４月中
に返送してください。
問合せ保険年金課（☎561-9199）

● 　 保 　 健 　 ●
成人・妊婦歯科相談/口腔機能相談　（無料）

　歯科医師の健診と歯科衛生士のブラッシング
指導などを受けられます。
日程 ５月17日（金）
対象   18歳以上の方、妊産婦の方 

口腔機能相談は65歳以上の方

受付 13時30分～15時
区総合庁舎地下１階 23番窓口にて（予約不要）
問合せ健康長寿推進課（☎561–9128）

平成31年度介護保険料通知書の送付について
　65歳以上の方に、介護保険料の通知書を４月
下旬までに送付します。年金からの引落しまた
は口座振替に該当しない方は、同封の納付書で
お納めください。
　２月が年金からの引落しの方で、４月時点で
保険料が変更にならない方は、通知書の送付は
ありません。平成31年度の市民税が確定後の７
月に改めて通知書を送付します。
問合せ健康長寿推進課（☎561–9187）

５月のテーマ図書の展示と貸出
期間 ５月１日（水・祝）～５月31日（金）
テーマ「冒険」（児童）
　　　「百人一首」（一般）
おたのしみ会（無料）

日時 ５月25日（土）11時～
内容 絵本の読み聞かせなど
あかちゃんのおたのしみ会（無料）

日時 ５月９日（木）11時～
内容 あかちゃん絵本の読み聞かせなど

自習スペースが利用できます！
　自習室として会議室などを開放しています。
落ち着いた空間で試験勉強や宿題にご利用くだ
さい。
日時 開館時間
対象 市内在住・通勤・通学の13～30歳の方
料金 無料

●　相　談（無料）　●

● 　 保 険 年 金 　 ●

● 　 福 　 祉 　 ●

東 山 図 書 館
区総合庁舎南館２階 （☎541‐5455）
開　館：９時30分～17時（平日の月・木は19時まで）
休　館：毎週火曜日

東山青少年活動センター
区総合庁舎２階 （☎５４１‐０６１９）
開　館：１０時～21時（日・祝は１８時まで）
休　館：毎週水曜日

※時間、会場、問合せなどは、掲載記事をご覧ください

行事名 掲載面
20 土
21 日
22 月
23 火

24 水
相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面
保険年金 国民健康保険料の夜間納付相談 ４面

25 木
26 金 ラグビー &チアダンス体験教室申込締切 ２面
27 土
28 日
29 月・祝
30 火・休

行事名 掲載面
1 水・祝 図書館 ５月のテーマ図書の展示と貸出（～31日）４面
2 木・休
3 金・祝
4 土・祝
5 日・祝
6 月・休

7 火
区内小・中学生 人権作品展（～17日） ２面
東山発見！クイズ応募締切 ３面

8 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面

9 木
集団健診（元有済小学校） ３面
相談 行政相談委員による行政相談 ４面
図書館 あかちゃんのおたのしみ会 ４面

10 金 交通事故ストップin東山 ２面

11 土
春の全国交通安全運動（～20日） ２面
ラグビー &チアダンス体験教室 ２面

12 日 粟田地域健康力アップ大作戦 ４面
13 月
14 火

15 水
胃がん・大腸がん巡回検診申込締切 ３面
相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面

16 木
集団健診（元白川小学校） ３面
相談 行政書士による困りごと相談 ４面

17 金 保健 成人・妊婦歯科相談／口腔機能相談 ４面
18 土 児童館・学童保育所まつり ３面
19 日

４月
カレンダー ４/20 〜５/19

５月

　子どもから高齢者の方まで、体力測定やウ
ォーキングを行う粟田地域健康力アップ大作戦
を開催します！
日時　５月12日（日）10時～12時

（受付９時45分～）
場所　元白川小学校　 対象　市内在住の方
問合せ　粟田健康まちづくり会（☎212-5434）

新緑の季節
心と身体の健康づくりをしませんか？

〈４月〉
◆奉納写経会法要（要予約）
　＝27日（土）（泉涌寺塔頭雲龍院）
〈５月〉
◆例大祭地主祭り（神幸祭）
　＝５日（日・祝）（地主神社）
◆春季金比羅大祭
　＝10日（金）（安井金比羅宮）
◆若宮菖蒲祭＝12日（日）（若宮八幡宮社）
◆新日吉祭＝12日（日）（新日吉神宮）
◆例大祭・神幸祭＝19日（日）（京都ゑびす神社）

区内の主な催し（４月20日～５月19日）

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第280号　　平成31年4月15日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ホープ ( ☎ 092-716-1401)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

東 山 広 報 板
東山区役所 〒605－8511  東山区清水５丁目130-6
☎ 561-11９1（代表）　　 5４1-９10４
開庁時間　８時30分～17時（土・日・祝日、年末年始を除く）

市政情報総合案内コールセンター
「京都いつでもコール」
８時〜21時（年中無休）

☎661-3
み な こ こ

755  661-5
ご よ う は こ こ

855
※かけ間違いにご注意ください。
ホームページ 京都いつでもコール 検索




