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東山シンボルマーク

年末年始 の安心安全

現在、9月に続いて京都市コロナ感染防止徹底月間（12月末まで）です。
東山区では、新型コロナ感染症予防に向けた行動の更なる定着のため、
「ＶＳ新型コロナウイルス宣言」へのご賛同を呼びかけています。詳しくは
区ホームページをご覧ください。 東山区 ＶＳコロナ宣言 検索

東山区役所

検索

年末年始はごみの収集日が通常の日と
変わりますのでご注意ください。詳しく
は挟み込み紙面をご覧ください。

「安心安全のまち東山」ネットワーク会議

119番

火災のない新年を
迎えましょう！

消
防

です！

年末防火運動

12月15日（火）〜31日（木）

消防団年末特別警戒
12月20日（日）〜31日（木）

東山消防署キャラクター
東山 護（ひがしやま まもる）

東山消防署・東山消防団では期間中、巡回パトロールや広報
活動などを行い、区民の皆さまに出火防止を呼び掛けます。
アルコール消毒液

年末特別警戒活動
実施中！
11月にも、市内で特殊詐欺被害や不審な電話連絡が多
発しました。年末は、特殊詐欺をはじめとする犯罪被害が
増加する傾向にあります。皆さまが安心して新年を迎えら
れるように、12月を年末特別警
戒活動期間として各種活動を実
施しています。

特殊詐欺被害に
ご用心！
電話で「ATMに行って」は詐欺！

〜ATMに誘導してお金を振り込ませる手口

電話で「お金の話」は詐欺！

〜息子や孫を名乗るオレオレ詐欺の手口

身に覚えのない要求はまず相談！

〜メールやSMS、はがき、封書などの手口

電話で「キャッシュカード」は詐欺！

〜キャッシュカードをだまし取る手口

新型コロナウイルスに便乗して、
給付金・助成金があると語りATM
を操作させる手口や、息子を名乗り
治療費などを要求する手口も発生
しておりますのでご注意ください。

アルコール消毒液は燃えやすい性
質があります。使用する際は、火気
厳禁はもちろんのこと、静電気に
よる着火にも気を付けましょう。

暖房器具

電気ストーブなどの暖房器具のスイッチ
は、就寝前には必ず切りましょう。

たばこ

寝たばこは絶対にしないでくだ
さい。吸殻は水に浸すなどして
適切に廃棄しましょう。
問合せ

東山区マスコット
キャラクター
「ひがしちゃん」

東山消防署（☎541-0191）

少しでも
おかしいなと感じたら
すぐに相談！
問合せ

東山警察署
マスコットキャラクター
東山ニャンCOP
東（あずま）くん

東山警察署（☎525-0110）

視覚に障害のある方を対象に点字版・文字拡大版・テープ版・CD（デイジー）版も発行。【問合せ】 広報担当（☎ 222-3094 FAX 213-0286）
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令和２年12月15日 （2）

年末年始の市の仕事
申込み・証明などはお早めに

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 日を「東山区安心安全の日」と定めて

16

年末年始の間、市役所・区役所などの京都市の仕事は休ませていただき
ます。できるだけご迷惑をかけないよう、窓口や作業の日程を変更するとこ
ろや、休まないところもあります。主なものは次のとおりです。

○急病診療所の診察時間 健康保険証などをお忘れなく
※夜間・休日等の急な病気に対する応急的な診察を行う診療所です。
診療科目

年末年始の受付時間

小児科

29日～3日
10時～17時、18時～24時

内科
眼科

29日～3日
10時～17時、18時～22時

○区総合庁舎の各施設
区役所（※1）
東山エコまちステーション（☎366-0182）
東山青少年活動センター（☎541-0619）

年末は28日まで。
年始は4日から。

耳鼻咽喉科

東山老人福祉センター（☎541-0434）
清水児童館（☎541-0433）
※1

診療科目

年末は28日まで。
年始は6日から。

歯科

年末は28日まで。
年始は4日から。

休みの期間中でも婚姻・出生・死亡などの届出と埋火葬許可証の発
行は宿直窓口で受付可能。

○市バス・地下鉄

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
イベント等に上のマークを掲載しています。地域の様々な行事もいきい

※2

市バス（※2）

29日～3日は休日ダイヤで運行。

地下鉄（※2）

30日～3日は土曜・休日ダイヤで運行。1
日は地下鉄深夜便「コトキン・ライナー」
（毎週金曜日運行）の運行はありません。

定期券の発売

年末は30日まで。年始は4日から。

市バス・地下鉄の31日の終夜運行については、交通局ホームページ
をご覧ください。

府医師会館１階
（JR二条駅東口南側）
☎354-6021

10時～17時

○休日急病歯科中央診療所の診察時間

東山地域体育館（☎532-0474）
東山図書館（☎541-5455）

29日～3日

場所・電話番号

健康保険証などをお忘れなく

年末年始の受付時間

場所・電話番号

29日～4日 10時～17時

府歯科医師会
口腔保健センター１階
（JR二条駅東口北側）
☎812-8493

○生活
ターミナル証明書発行コーナー
（地下鉄四条駅・竹田駅・山科駅・
北大路駅、阪急桂駅）

年末は28日まで。
年始は4日から。

東山いきいき市民活動センター
（☎541-5151）

年末は28日まで。
年始は6日から。

東部土木事務所（☎591-0013）

年末は28日まで。
年始は4日から。

上下水道局東部営業所
（☎592-3058）

年末は28日まで。
年始は4日から。(※3）

※3

年末年始はお客さま窓口サービスコーナーで電話・FAXを受付
（☎672-7770／ FAX 672-7773）
。

○新型コロナウイルス関連

受付時間：8時30分～21時

風邪の症状があり、受診できる医療機関がない場合は、
「きょうと新型コ
ロナ医療相談センター
（☎414-5487）」
に相談してください
（土日祝、年末年
始含む24時間受付）。

漏水、
にごり水、道路陥没等の緊急時は緊急ダイヤル（☎0800-2223500）
へ。
受付時間：21時～翌8時30分（年中無休）

ノロウイルスに気をつけよう

京都市地域子育て支援ステーション事業

ノロウイルスは冬場に流行する、下痢・嘔吐を引き起こす感
染症です。

～奏でよう！みんなのハーモニー♪～

・手を洗う…せっけんで指先まで念入りに！

おんがくひろば

小さなお子さんから大人まで一緒に楽器に触れることができます♪
おんがくひろばに集まれー！

・加熱する…食品の中心までしっかり加熱。二枚貝の生食は要
注意！

日時 １月23日（土）11時～11時45分（開場10時45分）

・消毒する…食器や下痢・嘔吐物処理には次亜塩素酸ナトリウ
ム
（台所用漂白剤）
などの消毒薬が効果的！

定員 20組

費用 無料

申込み・問合せ

1月13日（水）までに電話にて

ノロウイルスに関する詳しい情報はこちら
→

京都市ノロウイルス 検索

※区総合庁舎地下１階 23番窓口でも啓発用
リーフレットを配架中
問合せ

健康長寿推進課（☎561-9128）

場所

区総合庁舎３階 大会議室

対象

市内在住の乳幼児親子

新道児童館（☎531-5319）
※楽器は全て消毒した状態のものを使用し、使いまわしのないよう行います。
※感染症の流行状況により、
中止とさせていただく場合があります。
中止の場合はお申し込み時にお伺いする電話番号に連絡させていただきます。

（3） 令和２年12月15日
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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

ウィズコロナ時代のからだづくり
～口腔ケアで免疫力アップ！～

区内の主な催し

（12月20日～１月19日）

◆御身拭式＝25日
（金）
（知恩院）

毎日の口腔ケアでお口の免疫力をアップし、
インフルエンザや新型コロナ
ウイルス感染の予防につなげましょう！

◆をけら詣り＝31日
（木）
（八坂神社）
〈１月〉
◆大般若祈祷会＝１日
（金・祝）
（高台寺）
◆皇服茶＝１日
（金・祝）～３日
（日）
（六波羅蜜寺）
◆初大国祭＝１日
（金・祝）～３日
（日）
（地主神社）

◆楊枝のお加持＝17日
（日）
（三十三間堂）

問合せ

◆祗園えべっさん＝９日
（土）
・10日
（日）
（八坂神社）

健康長寿推進課（☎561-9128）

区民の皆さまと区政をつないで
創刊第300号！

東山発見！

クイズ

第300号特別編

正解者の中から抽選でトラフィカ京カード千円分を3名様にプレゼント！
【今月のクイズ】
右の東山区マスコットキャラクターの名前はなんでしょう？
ヒント：「〇〇〇ちゃん」
昨年12月に東山区制90周年を記念して、東山区の未
来を担う区内の子ども・若者にご協力いただき、誕生し
ました。
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

聞こえにくさがある方との
コミュニケーション講座
耳の聞こえない、聞こえにくいことで困ることを理解し、
コミ
ュニケーション方法を体験する、全３回の講座を開催します。
①講演「聞こえない、聞こえにくいことで困ること・コミュ
ニケーションのいろいろ」
日時

1月16日（土）10時30分～11時45分

②手話体験「自分の名前を手話で伝え合おう」
日時

1月23日（土）10時30分～正午

③要約筆記体験「筆記体験してみよう」
日時

1月30日（土）10時30分～正午

場所 やすらぎ・ふれあい館

会議室1・2

費用 無料
対象

聞こえづらい方やそのご家族をはじめ、関心のあ
る方どなたでも

定員 各20名（先着順、ただし区内在住の方を優先）
申込 み

各 講 座 開 催 の１週 間 前まで に電 話・ 来 館・
FAX・メールにて

問合せ

東山区社会福祉協議会
（☎551-4849/ FAX 551-4858
/

yasufurekan@yasufurekan.com）

※各回インターネット配信もあります。詳細はお問い合わせ
ください。

【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

1月6日(水）（ハガキは当日消印有効）

各催しについて、当日はマスクをご着用ください。
また、体調不良の方は参加をお控えください。

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（☎ ・９１２８）

平成8年1月15日の創刊から、毎月15日に発行しております市民しんぶん
東山区版
「こちら東山」
は、
おかげさまで第300号を迎えました。
これは日頃か
らご愛読いただいている区民の皆さま、
そして市政協力委員をはじめ
「こちら
東山」の配布に携わっていただいております全ての皆さまのご協力の賜物
であり、深く感謝いたします。
これからも
「こちら東山」は、区民の皆さまにお伝えしなければならない大
切な情報をご家庭に届ける重要な役割を果たすべく、
さらに魅力ある紙面づ
くりを目指してまいりますので、
よろしくお願いいたします。
「こちら東山」編集担当者一同

揮毫：清水寺 森清範貫主

◆初金比羅祭＝10日
（日）
（安井金比羅宮）

※区総合庁舎地下1階 23
番窓口で「口腔ケアで
新型コロナウイルス対
策」のチラシを配架中

◆初ゑびす＝８日
（金）～12日
（火）
（京都ゑびす神社）

▲「世界一安心安全 チーム東山」ロゴマーク

〈12月〉

います。皆さんの身の周りの安心安全を確認しましょう。

「免疫」機能は、細菌やウイルスから身体を守り、健康を維持するための
防護システムです。
お口の中には、
身体を守る細菌や身体に有害な細菌がお
り、
この身体に有害な細菌やウイルスを減らすことが大切です。

561

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
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東 山 広 報 板

☎ ５６１-１１９１（代表）
５４１-９１０４
開庁時間 9時〜17時
（土・日・祝日、年末年始を除く）

相

談（ 無 料 ） ●

弁護士による京都市民法律相談
（年末年始、祝日を除く）
日時 毎週水曜日

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
９時～17時
（祝日を除く）
※相談日当日の受付は14時45分まで
（１組につき20分以内）
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。
（木）13時30分～15時30分
日時 1月7日
（☎561-9114）
問合せ 地域力推進室
※場所はすべて区総合庁舎2階 地域力推進室相
談室

●

保 険 年 金

●

国民健康保険の口座振替にはペイジー口座振
替
（キャッシュカードで手続き）が便利です
対象金融機関のキャッシュカードで簡単に口
座振替の申し込み手続きができます。申し込み
方法・必要なもの等は、下記までお問い合わせ
ください。
（☎561-9197）
問合せ 保険年金課
国民健康保険料の夜間納付相談のお知らせ
（金）19時30分まで
日時 12月18日

保 健 福 祉

東山区版

第300号

●

日程 1月15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）
※マスクの着用をお願いします。
（☎561-9128）
問合せ 健康長寿推進課

乳幼児歯科相談
【無料】
日程 12月22日
（火）

対象 就学前のお子さんと保護者

区総合庁舎地下1階 21番窓口にて
持ち物 フェイスタオル
申込み 前日までに電話にて 要予約
（☎561-9349）
問合せ 子どもはぐくみ室

令和２年12月15日 （4）

み な こ こ

ごようはここ

市政情報総合案内コールセンター

☎661-3755

８時〜 21 時（年中無休）

ホームページ 京都いつでもコール

661-5855
検索

重度障害のある方に手当を支給しています
①特別障害者手当
日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳
以上の在宅の重度障害者
②障害児福祉手当
日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満
の在宅および入院中の重度障害児
③外国籍市民重度障害者特別給付金
旧国民年金法の国籍条項により障害基礎年金
を受給することができない重度障害を有する本
市在住の外国籍市民
支給額
（月額）

①27,350円 ②14,880円 ③41,300円
※いずれも原則年間４回の支払い。
（☎561-9130）
問合せ 障害保健福祉課

東

山

図

書

12月

カレン ダ ー

１月のテーマ図書の展示と貸出
（水）
～31日
（日）
期間 1月6日

（一般）
テーマ「あったまろう」
「冬のごちそう」
（児童）

おたのしみ会

掲載面

保健福祉 乳幼児歯科相談

23 水

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

26 土
27 日
28 月

4面

年末防火運動
12月15日（火）～31日（木）
消防団年末特別警戒
12月20日（日）～31日（木）

29 火
30 水
31 木

1月

行事名

掲載面

1 金・祝

（土）11時～
日時 1月23日
内容 絵本の読み聞かせ他

内容 絵本の読み聞かせ他

2

土

3

日

4

月

5

火

東山発見！クイズ申込み締切

東山青少年活動センター

6

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（12月29日〜1月3日）

水

3面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
図書館 １月のテーマ図書の展示と貸出（～31日） 4面

ロビーボランティア募集中！
ロビー空間を使ったプログラムの企画や、居
心地の良い空間づくりをお手伝いしていただく
ボランティアを募集しています。プログラムの
企画や、センターのテーマでもある「アート」
を使った空間づくりなど、楽しく過ごすことが
できるロビーづくりを行います。
対象 市内在住・通勤・通学の13～30歳の方
申込み 令和３年３月まで随時来館・電話にて

行事名

22 火

25 金

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（12月29日〜1月5日）

〜 1/19

21 月

24 木

館

12/20

20 日

（木）11時～
日時 1月14日

成人・妊婦歯科相談
【無料】

受付 9時～10時

ん

あかちゃんのおたのしみ会

（☎561-9198）
問合せ 保険年金課

●

ぶ

「京都いつでもコール」 ※かけ間違いにご注意ください。

東山区役所 〒605－8511 東山区清水５丁目130-6

●

ん

7

木

8

金

9

土

相談 行政相談委員による行政相談

4面

10 日
11 月・祝
12 火
13 水

おんがくひろば申込み締切

2面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

14 木

図書館 あかちゃんのおたのしみ会

4面

15 金

保健福祉 成人・妊婦歯科相談

4面

16 土

講演「聞こえない、聞こえにくいことで
3面
困ること・コミュニケーションのいろいろ」

17 日
18 月
19 火
※時間、会場、問合せなどは、掲載記事をご覧ください。

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。念のため各問い合わせ先へのご確認をお願いします。体調不良の方の催しなどへの参加はご遠慮ください。

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。

