
東山の未来を一緒に
考えましょう！

無 料

京都市「東山の未来」区民会議の区民公募委員を募集します！

東山区制90周年記念事業「東山の歴史を学ぶ！」第１弾

募集人数 任　　期

5月20日（月）～
 6月20日（木）

地域力推進室（☎561-9105）

２名
応募方法

問合せ

応募用紙に必要事項を記入の上、小論文を添えて持参、
郵送、メール、ＦＡＸにて。応募用紙はホームページ、
地域力推進室にて配布。

令和３年３月31日まで
東山区の基本計画の推進や次期基本計画について協議していただきます。

応募
期間 〈必着〉

6月19日（水） 15時～16時30分6月19日（水） 15時～16時30分
東山区誕生時に区内の地上を走っていた鉄道は、区民の生活を支えていました。

そんな当時の風景や鉄道の歴史を通して東山のまちの変遷を辿る講座を開催します。
東山区誕生時に区内の地上を走っていた鉄道は、区民の生活を支えていました。

そんな当時の風景や鉄道の歴史を通して東山のまちの変遷を辿る講座を開催します。

応募期間 5月22日（水）～6月14日（金）5月22日（水）～6月14日（金）
会　　場
対　　象
申 込 み

区総合庁舎３階大会議室
市内在住・通勤・通学の方（先着150名）
京都いつでもコール（☎661-3755）に①氏名、②電話番号、③同伴者全員の氏名、
④手話通訳希望の有無をお伝えください。※かけ間違いにご注意ください。

区総合庁舎３階大会議室
市内在住・通勤・通学の方（先着150名）
京都いつでもコール（☎661-3755）に①氏名、②電話番号、③同伴者全員の氏名、
④手話通訳希望の有無をお伝えください。※かけ間違いにご注意ください。講師　島本 由紀氏講師　島本 由紀氏

主催：東山区制90周年記念事業実行委員会／東山区民ふれあい事業実行委員会／東山区役所　問合せ：地域力推進室（☎561-9105）主催：東山区制90周年記念事業実行委員会／東山区民ふれあい事業実行委員会／東山区役所　問合せ：地域力推進室（☎561-9105）

東山区制90周年記念事業として「東山の歴史を学ぶ！」事業を実施します。
今後も第２弾、第３弾を開催予定です。

京都市教育委員会参与
鉄道友の会京都支部副支部長

よしのりよしのり
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東山区の総人口：37,088人

世帯数：20,837世帯
女性：21,292人
男性：15,796人

平成31年4月1日現在（推計）
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消防

119番

です！

　新しい出会いが生まれるまちづくりカフェで、みなさんで東山の未
来像を描きます。様々な世代の「こうなったらいいな」に意見やアイ
デアを出し合って、想いをふくらませましょう！
日時　６月12日（水）18時30分～20時30分
場所　区総合庁舎３階大会議室

問合せ　地域力推進室（☎561-9105）

　京都東山ロータリークラブ様より、災害時に座板部分を外すと 
かまどとして利用できるベンチを２基寄贈いただきました。

　地域での犯罪抑止を目的にセンサーライトを
設置される地域団体を募集します！
募集期間　６月３日（月）～８月30日（金）

（まずはお電話でご相談ください）
対象　区内の地域団体 (自治連合会・町内会)　
補助金額　１台につき１万８千円まで（１町内会当たり上限４台）
問合せ　地域力推進室（☎561-9105）

日時　５月19日（日）10時～16時　　場所　浄土宗 金剛寺

楳
うめ

茂
も

都
と

流 
上方舞体験教室

小学生発表会（10時）

二胡演奏会
By 尾辻優衣子
（11時）

曹洞宗の修行
「食事作法と法話」

（12時）

古典にひそむ
京のこわい話
（13時30分）

ビブリオバトル
（14時30分）

お寺ヨガ 要予約
リラックスヨガ（10時）

子どもヨガ（13時）

問合せ　おてらカフェin金剛寺実行委員会（☎090-9697-7255）

　不要な書籍等を寄贈いただきその売却代金を寄付として
（公社）京都犯罪被害者センターの支援活動に役立てます！
場所　区総合庁舎２階 地域力推進室（土・日除く）
対象の書籍等
・ISBNのついた本

（裏表紙等に記載の10桁または13桁の番号）
・規格品番のついたCD・DVD・ゲーム

（背表紙等に記載の英数字４文字と１～５桁の数値の組合せ）
問合せ　市くらし安全推進課（☎222-3193）

　区内在住または在勤の18歳以上の方で、地域の防
火・防災リーダーを募集中！女性・学生も大歓迎！
消防団の活動

災害現場での活動支援、消火
活動や救助活動を行います！

地域の火災予防のための防火
指導や巡回パトロール

問合せ　東山消防署（☎541-0191）

地域の防火・防災リーダー
東山消防団

日頃の訓練の成果を披露！
「東山消防団総合査閲」

消防団員募集中！

世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動
安心安全のまちづくりに向けて
センサーライトの設置費用を

助成します！

東山区制90周年記念協賛事業
美味しいお店、楽しいイベント盛りだくさん！

第５回お寺まるごとフェスタ

東山区制90周年記念協賛事業
高台寺公園に防災用かまどベンチが

寄贈されました！

いのちを紡
つむ

ぐ週間
期間　５月21日（火）～27日（月）

京都ホンデリングにご協力を！

多世代で交流し東山の未来を語り合う
第１回まちづくりカフェ＠東山

無料

日時　5月19日（日）8時30分～正午
場所　東山開睛館グラウンド
内容　通常点検・行進訓練・消防訓練

※雨天時は９時から体育館にて通常点検のみ行います

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第281号　　令和元年5月15日　（2）



めざせ！エコイベント
・「エコイベント登録」でイベント経費も、環境への負荷も軽く！
・「リユース食器」導入費用の助成金制度
・「分別リユースごみ箱」の無料貸出
「ごみ減量エコバスツアー」参加団体募集
　ごみ処理施設等の環境施設見学を通じて、環境にやさしいライフ
スタイルについて考えましょう。
対象　環境に関心のあるグループやサークル、地域団体等
見学施設　京都市内の指定された環境施設
実施期間　令和２年3月31日まで
問合せ　東山エコまちステーション（☎366-0182）

6月は環境月間です

　日本赤十字社は、国内外での自然災害等発生時の救
護活動をはじめ、救急法等各種講習の普及、輸血用血

液の安定供給など、人道的使命を果たすために活動しています。
　これらの活動は、皆さまからお寄せいただく活動資金によって
支えられています。こうした幅広い活動を継続し、さらに充実さ
せていくため、ご支援・ご協力をお願いいたします。
問合せ　日本赤十字社京都府支部（☎541-9326）

地域力推進室（☎561-9114）

日程 時間 会場

５月30日（木） 10時～11時30分
13時30分～15時 元月輪小学校

６月６日（木）

13時30分～15時

元今熊野小学校

６月13日（木） 京都美術工芸大学

６月20日（木） 元新道小学校

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）

集団健診で健康チェック！ ６月は
食育月間

京
きょう

・食
しょく

クッキング
～初夏の食育セミナー～

５月は「赤十字運動月間」

　多数のご応募ありがとうご
ざいました。
　境内全域が国指定の史跡と
なっており、宸

しん

殿
でん

などの殿舎
内と庭園を鑑賞することがで
きます。四季折々にそれぞれ
異なった美しさがあり、何度
でも訪れたくなります。

　４月に始業式を行い、新
入生を迎えて全校児童生徒
およそ800名となりました。
一人一人学年が上がった自
覚を持ち新たなスタートを
きりました。

　４月に入学式を行い、新
年度を迎え、気持ち新たに
学校生活を送っています。
特に５・９年生はそれぞれ
の学舎のリーダーとしての
自覚が感じられます。

前回のクイズの答えは
青
しょうれんいんもんぜき

蓮院門跡 です。
東山泉小中学校開睛小中学校

答え 東山発見クイズ
東山区学校だより

無料

　知ればきっと役に立つ「栄養成分表示」についてお伝えします！
日時　６月５日（水）10時～12時30分
場所　区総合庁舎北館地下１階 栄養調理室

（受付は区総合庁舎地下１階 24番窓口）
内容　講話「適切に食品を選択する力をつけましょう

～栄養成分表示を活用してみませんか？～」
　　　調理実習「夏の食材を使用したバランスクッキング」
対象　区内在住の18歳以上の方
　　　料理初心者の方、男性の方も
　　　お気軽にどうぞ！
定員　18名（先着順）
費用　500円
持ち物　エプロン・三角巾・
　　　　手ふきタオル
申込み　５月15日（水）から電話
　　　　または窓口にて
問合せ　健康長寿推進課
　　　　（☎561-9128）

献立
・ごはん
・三色しゅうまい
・青菜たっぷりひじきの煮物
・新じゃがいもの梅マリネ
・キウイ餡

あん

のくずもち
※変更になる場合が
　あります

（3）　令和元年5月15日　　第281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（祝日を除く）

13時15分～15時15分
　受付 窓口または電話にて　予約制
　　　相談日の週の月曜日～相談日
　　　８時30分～17時（祝日を除く）
　　　※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 ６月６日（木）13時30分～15時30分
問合せ地域力推進室（☎561-9114）
※場所はすべて区総合庁舎２階 地域力推進室 
相談室
税理士先生による「税理士相談日」（無料）

　税の相談について、税理士の先生がお応えし
ます。
日程 毎月第２木曜日

６月13日／７月11日／８月８日／９月12日
10月10日／11月14日／12月12日

時間 10時～15時（1人あたり30分）
場所 東山納税協会 会議室
問合せ東山納税協会事務局（☎561-2098）

国民健康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、滞納され
ている世帯については、保険料および延滞金を
納めていただきます。また、災害などの特別な
事情なく滞納している世帯には、調査の上、財
産を差し押さえることがあります。
問合せ保険年金課（☎561-9198）

● 　 保 　 健 　 ●
献血にご協力を

　６月は以下の日程で実施します。多くの方の
ご協力をお願いいたします。
実施日 学区 受付時間 会場

６月18日（火）弥栄新道 14時～16時 祇園甲部
歌舞練場

６月19日（水）月輪 10時～12時
13時～15時30分 元月輪小学校

問合せ健康長寿推進課（☎561-9127）

市・府民税の証明の交付は６月３日から
　平成31年度分の市・府民税の証明（課税証明
書、所得証明書、納税証明書）は６月３日（月）
から交付します。どの種類の証明書が必要か提
出先などに十分にご確認ください。また、請求
の際は本人確認書類（マイナンバーカード、運
転免許証等）をご持参ください。
問合せ市民窓口課（☎561-9143）

京都市戦没者追悼式
　先の大戦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、追悼式を行います。
日時 ６月14日（金）14時～15時
場所 ロームシアター京都 サウスホール
対象 戦没者の遺族、その他参列希望の方
申込み ５月29日（水）までに
区総合庁舎南館１階 33番窓口にて
※入場に必要な整理券をお渡しします。
問合せ生活福祉課（☎561–9181）

ご存知ですか？地域の身近な相談相手
　民生児童委員は、生活上の困りごとに関する
身近な相談相手です。また、老人福祉員は地域
の１人暮らし高齢者の見守り等を行っていま
す。相談内容の秘密は堅く守られますので、一
人で悩まずお気軽にご相談ください。各地域の
委員についてはお問い合わせください。
問合せ健康長寿推進課（☎561–9127）

６月のテーマ図書の展示と貸出
期間 ６月１日（土）～６月30日（日）
テーマ「あめ」（児童）
　　　「雨の日の楽しみ方」（一般）
おたのしみ会（無料）

日時 ６月22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 ６月13日（木）11時～
内容 あかちゃん絵本の読み聞かせなど

会議室が利用できます！
　会議や面接会場などにご利用ください。どな
たでもお使いいただけます。
料金 お問い合わせください
申込み 来所にて
※利用希望日の1カ月前より受付可能

●　相　談（無料）　●

● 　 保 険 年 金 　 ●

● 　 税 　 ●

● 　 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 月 京都市「東山の未来」区民会議
区民公募委員募集開始（～6月20日） 1面

21 火 いのちを紡ぐ週間・京都ホンデリング（～27日） 2面

22 水
鉄道を通して学ぶ東山のまちづくり 申込開始（～6月14日） 1面
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火

29 水
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
福祉 京都市戦没者追悼式 申込締切 4面

30 木 集団健診（元月輪小学校） 3面
31 金

行事名 掲載面
1 土 図書館 ６月のテーマ図書の展示と貸出（～30日） 4面
2 日

3 月
センサーライト設置促進補助事業申込開始（～8月30日） 2面
税 市・府民税の証明交付開始 4面

4 火

5 水
京・食クッキング～初夏の食育セミナー～ 3面
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

6 木
集団健診（元今熊野小学校） 3面
相談 行政相談委員による行政相談 4面

7 金
8 土
9 日
10 月
11 火

12 水
第１回まちづくりカフェ＠東山 2面
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

13 木
集団健診（京都美術工芸大学） 3面
相談 税理士先生による「税理士相談日」4面
図書館 あかちゃんのおたのしみ会 4面

14 金 福祉 京都市戦没者追悼式 4面
15 土
16 日
17 月
18 火 保健 献血（祇園甲部歌舞練場） 4面

19 水
鉄道を通して学ぶ東山のまちづくり 1面
保健 献血（元月輪小学校） 4面
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

５月
カレンダー ５/20 〜６/19

６月

〈５月〉◆松菊祭＝26日（日）（京都霊山護国神社）
〈６月〉◆祇園放生会＝２日（日）（祇園白川巽橋）

◆例祭＝15日（土）（八坂神社）
◆青葉まつり＝15日（土）（智積院）

区内の主な催し（５月20日～６月19日）

私道の舗装新設・補修工事
助成します！

　私道の舗装新設・舗装補修工事をす
る際に工事費の助成を行っています。土
木事務所・区役所で配布される手引きを
ご覧いただき、お問い合わせください。
受付　５月15日（水）～令和２年３月13日（金）
申請・問合せ　市東部土木事務所（☎591-0013）

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第281号　　令和元年5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


