
地域力推進室（☎561-9105）問合せ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、紙面に掲載している催しなどは中止・変更になる場合があります。
各施設の開館・開所時間についても、変更となる場合があります。

東山区　センサーライト 検 索

　東山区では、犯罪のないまちを目指し、「気づく」「防ぐ」「見守る」の３つを柱に、
「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」を推進しています。
　この運動を進めるため、「世界一安心安全 チーム東山」として各学区自治連合会
や各種団体、教育機関等と行政機関が連携して取り組んでいます。

※個人での申請はできません。
※犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置し、照射先は、不
特定多数の者が利用する場所であること（照射先が公道である場合や、収益
を目的とした施設等である場合は、原則として対象外です）。
※センサーライトの設置及び維持管理に係る費用（充電池の交換を含む。）
については、申請者が負担することになります。 
※予算の範囲内での支給となるため、希望数量を支給できない場合があり
ます。また、犯罪防止の効果が高いと想定される箇所を優先的に選定します。

　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。

◀「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

　地域での犯罪抑止を目的に、センサーライトの現物
支給を希望する地域団体(自治連合会・町内会)を
募集します。

（現物支給となるため、見積書、
予算書、仕様書の区役所への
提出が不要となります。）

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

センサーライト支給団体を
募集します！

今年度から申請手続きを
簡素化しました。

気づく 防ぐ

見守る

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。

募集期間 ６月１日（月）～８月31日（月）

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

東山区マスコットキャラクター 「ひがしちゃん」
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　昨年東山区は区制90周年を迎え、皆さま
のご協力のもとに、様々な記念事業を行って
まいりました。この度、区制90年の歩みを
広く区民の皆さまにも振り返っていただくた
めに、特設ホームページを制作しました。
　下のQRコードから見ることができます。
問合せ　地域力推進室（☎561-9105）

http://higashiyama-
kanko.jp/90th/

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、集団健診、胸部
（結核・肺がん）検診及び大腸がん検診は、当面実施を見合わせます。
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

　東山区では、民生児童委員118名と老人福祉員74名が、地域の身
近な相談相手として活動しています。老人福祉員制度は、昭和49年
に創設された長い歴史のある、全国にはない京
都市独自の制度です。
　老人福祉員は、概ね65歳以上のひとり暮ら
し高齢者を対象に、安否確認や日常生活等の話
し相手などを行っています。ひとり暮らし高齢
者や認知症の高齢者の増加が進行する中、地域での見守り・支援を
進めるため、民生児童委員と老人福祉員は連携・協力しています。
　相談内容の秘密は堅く守られますので、お困りごとは、民生児童
委員、老人福祉員にお気軽にご相談ください。各地域の委員につい
ては下記までお問い合わせください。
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9127）

　サポーターがウォーキングのコツを伝えます。
日時　6月11日（木）10時～11時
集合場所　建仁寺法堂南側
※雨天中止
※動きやすい服装で、タオルや飲み物等を
お持ちください。
※当日体調不良の方は参加をご遠慮ください。
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

健康づくりサポーター主催

建仁寺さんウォーキング
無料

申込み不要

連携・協力で高齢者福祉の向上を目指して
民生児童委員と老人福祉員

東山区制90周年
記念ホームページを
制作しました

　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）

５月は「赤十字運動月間」です

集団健診に関するお知らせ

地域の火災予防のための防火指導
や巡回パトロール

内容　通常点検・行進訓練・消防訓練
場所　開睛小中学校グラウンド

例年は５月に実施しています。
（来年度に延期となりました。）

　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！
問合せ　東山消防署（☎541-0191）

災害現場での活動支援、消火活
動や救助活動を行います！

消防

119番

です！

地域の防火・防災リーダー 東山消防団

消防団の活動

東山消防団では例年日頃の訓練の成果を披露する
「東山消防団総合査閲」を実施しています。

消防団員募集中！

このベストを
目印に来てね！
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　市民しんぶん東山区版では、いきいきポ
イント対象の区主催・共催のイベント等に
右のマークを掲載しています。地域の様々
な行事もいきいきポイントの対象になりま
す。参加して健康づくりに取り組みましょう。
問合せ　健康長寿推進課

（☎561-９１２８）

　私道の舗装新設・補修工事をする際に標準工事費の75%の
助成を行っています（舗装工事に伴う排水施設＝Ｌ型街渠の新
設・補修を含む）。助成を希望される場合は、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（金）～令和3年3月15日（月）
申請・問合せ　市東部土木事務所（☎591-0013）

　令和２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1日（月）から交付します。どの種類の
証明書が必要か提出先等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）

〈５月〉
◆松菊祭＝26日（火）（京都霊山護国神社）
〈６月〉
◆例祭＝15日（月）（八坂神社）

市・府民税の証明の交付は
6月1日から

私道の舗装新設・補修工事
助成します！

区内の主な催し
（５月20日～６月19日）

　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
犯罪被害者支援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）他
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桁と1～5桁の数値の組合せ）
問合せ　市くらし安全推進課（☎222-3193）

いのちを紡
つむ

ぐ週間
期間　５月２１日（木）～２7日（水）

京都ホンデリングに
ご協力を！

開睛小中学校
　新型コロナウイルス感染症の影響が様 な々面で見られる状況ではありました
が、4月6日、東山開睛館10年目のスタートを迎えました。簡素化した入学式
で99名の新しい1年生を迎え、全校で約800名の児童生徒となります。今年
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
東山泉小中学校

　混乱が予想される状況の中ではありましたが、無事に入学式を挙行するこ
とができました。5年生、9年生はそれぞれの学舎のリーダーとしての自覚を感
じて、 1年生は、新しいお友だちと元気に学校生活を送ってほしいと思います。

前回のクイズの答えは
七条大橋です。

　多数のご応募ありがとうござ
いました。
　七条大橋は平成31年3月29日
に国の登録有形文化財に登録さ
れています。

七条大橋の歴史を伝える駒札

東山区学校だより

答え 東山発見！クイズ
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弁護士による京都市民法律相談
　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（１組につき20分以内）
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4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６月19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 6月18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）

税理士による「税理士相談日」
　税の相談について、税理士がお応えします。
日程 毎月第2または第3木曜日

6月11日／7月9日／8月20日／9月10日
10月15日／11月19日／12月17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
申込み・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 福 祉 　 ●
献血にご協力を

　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
5月29日（金）有済 15時30分～17時 元有済小学校

6月17日（水）月輪 13時30分～16時 元月輪小学校

6月18日（木）弥栄
新道 14時～16時 祇園甲部歌舞練場

問合せ健康長寿推進課（☎561-9127）

成人・妊婦歯科相談【無料】
日程 6月19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）
問合せ健康長寿推進課（☎561-9128）

事業名 ふわりん横丁
(子育て交流会) 離乳食講習会 乳幼児

健康相談

日時
5月21日（木）
10時30分～

11時30分

5月21日（木）
13時30分～

15時

5月26日（火）
9時～10時

場所
区総合庁舎

地下１階
保健指導室

区総合庁舎
地下１階

栄養調理室

区総合庁舎
地下１階 21番
窓口にて受付

対象
就 学 前まで の
お子さんと保護
者

生 後 4ヶ月を
過ぎたお子さ
んの保護者

就学前までの
お子さんと保
護者

内容 交流会
おいしい離乳
食 づくりのコ
ツ、展示・試食

発育発達、栄
養、子育てに
関する相談

事業名 プレママパパ
教室

ほっとタイム
(子育て交流会)

離乳食
講習会

日時
5月27日（水）
13時30分～

15時30分

6月9日（火）
10時～

11時30分

6月11日（木）
13時30分～

15時

場所 区総合庁舎地下１階 保健指導室

対象 妊婦さんとご
家族

生後8ヶ月まで
のお子さんと保
護者

生後8ヶ月を過
ぎたお子さん
の保護者

内容

講話、沐浴体
験、プレパパ
の妊婦体験、
交流会

「歯やお口の発
達について」の
お話、交流会

3回食へのす
すめ方・幼児
食への移行
の話、展示・
試食

申込み・問合せ 各催しの前日までに電話にて
子どもはぐくみ室（☎561-9349）

６月のテーマ図書の展示と貸出
期間６月１日（月）～６月29日（月）
テーマ「カエル」（児童）、「雨の日を楽しく」（一般）

おたのしみ会
日時６月２7日（土）11時～　内容 絵本の読み聞かせ他

あかちゃんのおたのしみ会
日時６月１１日（木）11時～　内容 絵本の読み聞かせ他

フリータイムやっています！
　広いスペースでダンスや
演劇等の練習をしたい方の
ために、予約の入っていな
い部屋を開放しています。
ラジカセ等の貸し出しも無

料です。
対象 市内在住・通勤・通学の13歳～30歳までの方
※1週間前を目途に、空き状況を来所、電話等で
お問い合わせください。

●　相　談（無料）　●

● 　 保 険 年 金 　 ●

※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 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

21 木
いのちを紡ぐ週間 京都ホンデリング（～27日） 3面
保健福祉 ふわりん横丁（子育て交流会）4面
保健福祉 離乳食講習会 4面

22 金
23 土
24 日
25 月
26 火 保健福祉 乳幼児健康相談 4面

27 水
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
保健福祉 プレママパパ教室 4面

28 木
29 金 保健福祉 献血（元有済小学校） 4面
30 土
31 日

行事名 掲載面

1 月
センサーライト支給団体募集（～8月31日） 1面
図書館 ６月のテーマ図書の展示と貸出（～29日） 4面

2 火
3 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
4 木 相談 行政相談委員による行政相談 4面
5 金
6 土
7 日
8 月
9 火 保健福祉 ほっとタイム（子育て交流会） 4面
10 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

11 木

建仁寺さんウォーキング 2面
相談 税理士による「税理士相談日」4面
保健福祉 離乳食講習会 4面
図書館 あかちゃんのおたのしみ会 4面

12 金
13 土
14 日
15 月
16 火

17 水
相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
保健福祉 献血（元月輪小学校） 4面

18 木
相談 行政書士による困りごと相談 4面
保健福祉 献血（祇園甲部歌舞練場） 4面

19 金
相談 司法書士による登記・法律相談 4面
保健福祉 成人・妊婦歯科相談 4面

5月
カレンダー 5/20 〜 6/19

6月

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

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、紙面に掲載している催しなどは中止・変更になる場合があります。
各施設の開館・開所時間についても、変更となる場合があります。

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第293号　　令和2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）ウィット ( ☎ 072-668-3275)　 ※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


