
子どもはぐくみ室（☎561-9349）
京都市三条保育所（☎531-1017）

問合せ前日までに電話にて
※第１部、第２部いずれかのみの参加も可

東山区保育所～耳より情報～

東山区制90周年記念事業

「いつまでにどうやって申し込むの？」
「“保育所と幼稚園”どう違うの？」そんな声にお応えします！

申込み就学前のお子さんと保護者対 象

第２部

「わにわに村音楽隊」がやって来る
〈京都市三条保育所共催〉
保育園、学校、病院などで演奏・音楽セラピーの
活動をしている「わにわに村音楽隊」と
親子で体を動かして音楽を楽しもう！

場 所 区総合庁舎３階 大会議室
＊お車での来場はご遠慮ください。
区総合庁舎３階 大会議室
＊お車での来場はご遠慮ください。

第１部
第2部

10時30分～11時30分（受付 10時～）
11時30分～12時
10時30分～11時30分（受付 10時～）
11時30分～12時

※第１部

ご参加の方
は靴袋を

ご持参くだ
さい。

います
！！お待

ちして

参加
無料

きてね
♥

「ふわりん横丁」～スペシャルバージョン～

木木

親子の広場

第1部
8月29日8月29日わにくんの登場するお話「わにわに物語」をもとに結成されたよ！

令
和
元
年

令
和
元
年

7月28日（日）7月28日（日）

今熊野夏祭り今熊野夏祭り
元今熊野小学校元今熊野小学校

15時～ 7月28日（日）7月28日（日）

清水ふれあい
夏まつり

清水ふれあい
夏まつり
高台寺公園高台寺公園

17時～17時～

7月27日（土）7月27日（土）

貞教夏まつり貞教夏まつり
京都美術工芸大学
京都東山キャンパス
京都美術工芸大学
京都東山キャンパス

17時30分～17時30分～

8月24日（土）8月24日（土）

元新道小学校
創立150周年記念
納涼盆踊り
元新道小学校
創立150周年記念
納涼盆踊り

元新道小学校元新道小学校

18時～18時～

8月31日（土）8月31日（土）

修道夏まつり修道夏まつり
東山総合支援学校東山総合支援学校

17時30分～17時30分～

8月24日（土）8月24日（土）

月輪夏まつり月輪夏まつり
元月輪小学校元月輪小学校

17時～17時～

8月4日（日）8月4日（日）

白川あわた
夏まつり
白川あわた
夏まつり
白川唐戸鼻橋付近白川唐戸鼻橋付近

9時30分～9時30分～
今年も夏まつりの季節がやってきま
した。子どもから大人まで楽しめる
夏まつりで、暑い夏を明るく過ごし
ましょう！
京都市長
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東山区制90周年記念協賛事業

　屋外だけでなく、屋内でも熱中症は発生します。
　正しい知識で予防・応急手当の方法を知っておきましょう。
○熱中症の予防

○熱中症と思ったら（めまい、頭痛、吐き気など）
　すぐに日陰等の涼しい場所に移動後、脇や首の後ろを冷や
し、スポーツドリンク等で水分と塩分を補給しましょう。
★意識がない、様子がおかしいときは直ちに119番通報してください。
問合せ　東山消防署（☎541-0191）

こまめな水分補給 暑いときの外出は避ける 服装を工夫する

　６月１０日（月）、白川沿い地域の「明
智光秀の塚」につづく道の石畳風舗装
工事が完了し、完成を祝う会が行われ
ました。
　この地域は、東山区の中でも風情あ
る美しい風景をなし、住民や多くの観
光客に愛されている地域であり、粟田
自治連合会の皆様により舗装工事が計
画・整備されました。

　6月13日（木）に令和元年度の市長表彰が行われました。東山区で
は永年にわたり地域の安心・安全、清掃活動、多彩な自治活動などに
積極的に取り組まれ、多大な貢献をされた４名、２団体の方々が表彰を
受けられました。　障がいのある方々により制作される芸術作品は、伝統や流行に左右

されず、自身の衝動のままに豊かに表現された「アール・ブリュット」
として、近年広く注目を集めてい
ます。人権強調月間にあわせて
展示を行いますので、ぜひお越
しください。
時間　８時30分～17時
場所　区総合庁舎１階

展示ホール
問合せ　地域力推進室

（☎561－9114）

　期間中、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け
ていただくために啓発活動等を行います。
スローガン　令和の夏　こころあらたに　事故防止
運動重点　・子どもと高齢者の交通事故防止
　　　　　・スマホ利用等のながら運転の根絶
　　　　　・自転車の安全な利用の推進
　　　　　・飲酒運転の根絶
問合せ　地域力推進室（☎561-9114）

　区総合庁舎１階展示ホールを休憩や
簡単な打ち合わせなど涼みながら交流
できる場所としてご利用ください。
開放時間　８時30分～17時
　　　　　（土・日・祝除く）

個人
　富吉則文（六原）
　森本好子（貞教）
　中島正信（月輪）
　高木光俊（今熊野）
団体
　七條大橋をキレイにする会
　大谷高等学校
※敬称略、順不同

　京焼・清水焼に使われる粘土に実際に触れながら、陶器の日常生活
への取り入れ方などを学んでみませんか。
日時　８月３日（土）13時～14時
場所　区総合庁舎地下１階 会議室１
講師　河﨑尚志氏（陶器屋「陶点睛　かわさき」８代目店主）
定員　２０名　　費用　無料
申込み　前日までに、来館・電話・FAXにて
問合せ　東山図書館（☎541-5455　FAX 551-9888）

熱中症に注意しましょう！

東山区制90周年記念協賛事業

「明智光秀の塚」につづく道
完成を祝う会

京都市市民憲章推進者表彰アール・ブリュット展
８月６日（火）～８月２３日（金）

（土・日・祝除く）

7月21日（日）～31日（水）

やきものあれこれ
〜器を愉しむ、よもやま話〜

◀「世界一安心安全 チーム東山」ロゴマーク
　揮毫：清水寺 森清範貫主

　東山区では、地域と区役所、警察署、消防署が一体
となって東山の安心・安全に取り組んでおり、毎月16日
を「東山区安心安全の日」と定めています。みなさんの
身の周りの安心安全を確認しましょう。

要
予約

今夏のクールスポット

夏の交通事故防止市民運動始まります

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第283号　　令和元年7月15日　（2）



東山泉小中学校開睛小中学校

　家族や友達との料理を通して、食べたいもの、好き
なものを増やしましょう。
日時　８月6日（火）10時～12時30分
場所　区総合庁舎地下１階 栄養調理室

（24番窓口にて受付）
内容　講話「夏の野菜と栄養について」
　　　調理実習「野菜を食べよう！」
対象　区内在住の小学１～３年生と保護者
定員　９組18名（先着順）　費用　１人500円
持ち物　エプロン・三角巾・手ふきタオル・子ども用上履き
申込み・問合せ　７月16日（火）から電話または窓口にて

健康長寿推進課（☎561-9128）

　高齢者の「ちょっとした困りごと」のお手伝いなど、生活支援の知識
や、活動の実際などを学ぶ講座です。
日時　７月29日（月）13時30分～15時30分
場所　東山老人福祉センター
定員　20名（先着順）　　費用　無料
申込み・問合せ　東山区社会福祉協議会（☎551-4849）

　認知症や障害等のある方を支援する生活支援員を募集し
ています。生活支援員として活動するためには、養成研修
を受講する必要があります。
日時　７月23日（火）、25日（木）、30日（火）（全３回）
　　　いずれも13時30分～16時15分
場所　ひと・まち交流館　２階大会議室
対象　①30歳～74歳で全講座を受講できる方
　　　②平日に月１回以上活動可能な方
※ホームヘルパー等、福祉職従事者や民生委員の方は対象外です。
申込み・問合せ　東山区社会福祉協議会（☎551-4849）

　６月２日（日）、総勢８チームが熱戦を繰り広げ、親睦を深めました。各優勝チ
ームは東山区代表として、７月28日（日）の京都市ソフトボール大会に出場します。

優　勝　一橋
準優勝　月輪

優　勝　清水
準優勝　一橋

　有害・危険ごみや資源物を各学区単位で回収します。回収品目等
の詳細は、配架中のチラシやホームページをご覧ください。
実施日 時間 対象学区 場所
7月20日
（土）

9時～11時 六原学区 東山開睛館六原学舎南門
14時～16時 新道学区 元新道小学校

問合せ　南部まち美化事務所（☎681-0456）
東山エコまちステーション（☎366-0182）

〈７月〉
◆祇園祭行事＝～31日(水)(八坂神社)
　山鉾巡行(後祭)＝24日(水)　　花傘巡行＝24日(水)
　還幸祭＝24日(水)　　神輿洗式＝28日(日)
〈８月〉
◆高台寺夏の夜間特別拝観・ライトアップ
　＝１日(木)～18日(日)(高台寺）
◆瀧尾神社盆踊り＝３日(土)(瀧尾神社)※雨天順延
◆今熊野商店街　夏まつり夜店＝４日(日)(今熊野商店街）
◆五条坂陶器まつり＝７日(水)～10日(土)(五条坂一帯）
◆若宮八幡宮大祭＝７日(水)～10日(土)(若宮八幡宮）
◆六道まいり＝７日(水)～10日(土)(六道珍皇寺）

◆六波羅蜜寺萬
まんどうえ
燈会厳

ごんしゅ
修

　＝８日(木)～10日(土)※送り萬燈会法要16日(金)(六波羅蜜寺）
◆清水寺千日詣り＝９日(金)～16日(金)(清水寺）
　※夏の夜間特別拝観14日(水)～16日（金）

無料

健康な体は日々の食事で作られます！

キッズ☆クッキング

東山区地域支え合い活動入門講座

生活支援員養成研修を行います

東山区民ソフトボール大会が開催されました！

献　立
・とうもろこしご飯
・魚のカレー南蛮漬け
・冷製茶わん蒸し
・デザート
※変更になる場合があります

　多数のご応募ありがとうござ
いました。
　「六道さん」の名で親しまれる
この場所では、８月に精

しょうりょう
霊（お

精
しょ

霊
らい

さん）を迎える「六道まい
り」があり、冥界まで響くという
迎え鐘が撞

つ
かれます。

　７月19日（金）には１学期の終
業式を迎え夏休みが始まります。
９年生の修学旅行や５年生のみさ
きの家での宿泊学習といった行
事、日々 の学校生活を通して、子
どもたちは少しずつ成長していっ
ていると感じます。

　体育大会が６月１日（土）に行
われ、１年生から９年生までが力
を合わせた素晴らしい大会となり
ました。児童・生徒は暑さに負
けず、夏休みに向かって元気い
っぱい学校生活を送っています。

前回のクイズの答えは
六道珍皇寺 です。

答え 東山発見クイズ

東山区学校だより

区内の主な催し（7月20日～８月19日）

「有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業」
を実施します

一般
の部

壮年
の部

（3）　令和元年7月15日　　第283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 ８月１日（木）13時30分～15時30分
司法書士による登記・法律相談

　日時 ８月16日（金）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
行政書士による困りごと相談

日時 ８月15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）

新しい高齢受給者証をお送りします
　国保に加入の70～74歳の方がお持ちの高齢受
給者証は、７月31日で有効期限が切れます。届
いた受給者証の記載内容をお確かめの上、古い
証は処分してください。
　また、収入が一定以下の場合、負担割合が２
割となる場合があります。対象となる方は、申
請書を同封していますので、要件等を確認の
上、申請してください。
問合せ保険年金課（☎561-9197）

後期高齢者医療保険料の通知書をお送りします
　７月中旬に平成31年度の後期高齢者医療保険
料の金額と７月以降の保険料の納付方法をお知
らせします。
問合せ保険年金課（☎561-9197）

国民年金の障害基礎年金を受給の方へ
　所得状況届等が原則廃止され、提出不要にな
ります。また、障害状態確認届の提出期限が誕
生日月の末日に変更されます。
問合せ保険年金課（☎561-9199）

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額
認定証（区分ⅠまたはⅡ）をお持ちの方へ

　現在お持ちの証の有効期限は７月31日です。８
月以降も負担割合が１割で世帯全員が住民税非課
税の方には７月中に新しい証をお送りします。
問合せ保険年金課（☎561-9199）

● 　 保 　 健 　 ●
成人・妊婦歯科相談

　歯科医師による健診・歯科衛生士によるブラ
ッシング指導を行います！

日程 ８月９日（金）
対象 18歳以上の方、妊産婦の方
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）
費用 無料
問合せ健康長寿推進課（☎561-9128）

献血にご協力を
　７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
７月29日
（月） 一橋 ９時30分～

11時30分
東山泉
小中学校

問合せ健康長寿推進課（☎561-9127）

介護保険料確定額の通知書送付のお知らせ
　65歳以上の方に７月下旬までにお送りしま
す。原則年金からの引落し（特別徴収）になり
ますが、特別徴収に該当しない方は、同封の納
付書または口座振替で納めてください。新たに
口座振替をご希望の方は、口座をお持ちの金融
機関または郵便局でお申し込みください。
問合せ健康長寿推進課（☎561-9187）

福祉医療費受給者証の更新のご案内
　子ども医療を除く各種福祉医療制度（①ひと
り親家庭等医療②重度心身障害者医療③老人医
療④重度障害老人健康管理費）について、受給
資格のある方には新しい受給者証を、資格喪失
の方については資格喪失通知書を７月末に送付
します。①は更新申請書（現況届）の提出が必
要です。
　資格喪失となった方でも、所得の修正や世帯
構成に変更があった場合、対象となることがあ
りますので、再度申請してください。前回、所
得超過により資格喪失となった方でも対象とな
ることがありますので、その場合は８月に（重
度障害老人健康管理費は７月中に）申請してく
ださい。
問合せ
①子どもはぐくみ室（☎561-9350）
②障害保健福祉課（☎561-9130）
③健康長寿推進課（☎561-9187）
④保険年金課（☎561-9199）

８月のテーマ図書の展示と貸出
期間 ８月１日（木）～８月31日（土）
テーマ「夏休みの工作」（児童）
　　　「怖い本」（一般）

おたのしみ会
日時 ８月24日（土）11時～11時30分
内容 絵本の読み聞かせなど

ステージサポートプラン・Y
ユーズ
U’Z

　演劇やダンスなどの創
作表現活動の発表や公演
の練習場所として、東山
青少年活動センターを利
用していただけるプランを実施しています。
対象  市内在住、通勤、通学の13歳～30歳のメン

バーが中心で、発表や公演の日時・場所が
決定しているグループ

申込み 随時（令和２年３月31日まで）
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・年末年始

※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 有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業 3面
21 日 夏の交通事故防止市民運動（～31日） 2面
22 月
23 火 生活支援員養成研修（25日、30日） 3面
24 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
25 木
26 金
27 土
28 日 京都市ソフトボール大会 3面

29 月
東山区地域支え合い活動入門講座 3面
保健 献血（東山泉小中学校） 4面

30 火
31 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

行事名 掲載面

1 木
相談 行政相談委員による行政相談 4面
図書館 ８月のテーマ図書の展示と貸出（～31日） 4面

2 金
3 土 図書館 やきものあれこれ 2面
4 日
5 月

6 火
キッズ☆クッキング 3面
アール・ブリュット展（～23日） 2面

7 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
8 木
9 金 保健 成人・妊婦歯科相談 4面
10 土
11 日・祝
12 月・休
13 火
14 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
15 木 相談 行政書士による困りごと相談 4面
16 金 相談 司法書士による登記・法律相談 4面
17 土
18 日
19 月

7月
カレンダー 7/20 〜 8/19

8月

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・年末年始

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第283号　　令和元年7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


