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皆さんからの提案を
募集中です!!

※�詳しくは区役所で配布中の「募集の手引き」をご覧く
ださい（区役所ホームページからもご覧いただけます）。

問・申＝地域力推進室（☎681-3417）

募集期間：～５月30日（金）（必着）

平成26年度

ナンナン
（南区広報キャラクター）

みんなからの
多くの提案を
待っているよ！

2014
南区総人口：98,591人

世帯数：45,758世帯

平成26年4月1日現在（推計人口）

５/15

http://www.city.kyoto.lg.jp/minami/ホームページアドレス

お知らせコーナーお知らせコーナー
問＝問い合わせ、　＝申し込み
区役所への郵便物は郵便番号（〒601-8511）だけで届きます

申 お年寄り 女性 乳幼児・児童 外国籍市民 区民一般

記号の見方（主な対象者を示しています）

障害のある方

対�象　①青少年ブース：市内在住又は通勤・
通学の13～30歳

　②一般ブース：①以外の一般市民
　※飲食販売や業者の方はご遠慮願います。
定員　全20店舗（多数抽選）
費用　①500円、②1,000円
申込　電話又はFAXか窓口で
ボランティア活動VoM’S（ボムズ）
　みんなで新しいことに挑戦してみませんか？
日時　５月24日（土） 13:30～15:30
内容　月１回の地域清掃などのボランティア活動
対象　市内在住又は通勤・通学の13～30歳
費用　無料　
申込　電話又は窓口で

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　  671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は
翌平日）、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　　681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　　662-2055

その他

※６月から開館時間が午前９時30分になります。
南図書館
南区東九条南山王町５- ５　5市バス　大石橋
☎691-6888　FAX672-9181
●おはなし会　～赤ちゃんといっしょ～
　５月15日（木） 10:30～
●お楽しみ会　６月14日（土） 10:30～
　絵本の読み聞かせ
●図書特設コーナー「環境月間」、「水」
　６月１日（日）～30日（月）
●ミニギャラリー「絵と書のひろば」
　児童図書・書道作品展示（九条弘道小学校分）
　６月１日（日）～８月31日（日）
吉祥院図書館
南区吉祥院池田町１　5市バス　塔南高校前
☎681-1281　FAX681-3202
●赤ちゃん絵本の会
　６月16日（月） 11:00～
　赤ちゃん絵本の読み聞かせ、手遊びなど
●おたのしみ会　５月24日（土） 11:00～
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など
●図書特設コーナー「環境月間」
　６月１日（日）～30日（月）
久世ふれあいセンター図書館
南区久世築山町328　5市バス　築山
☎931-0035　FAX931-0026
●お楽しみ会　６月21日（土） 15:00～
　絵本の読み聞かせと紙芝居
●ちいさなおはなし会　毎月曜 11:00～
　赤ちゃん絵本の読み聞かせ
●図書特設コーナー「おうちで楽しむ本」
　６月１日（日）～30日（月）

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　FAX671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は、
翌平日）、第２・４水曜日、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　FAX681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　FAX662-2055

その他

私道の舗装新設・補修工事への助成
　私道の舗装の新設・補修工事の際に、標準
工事費の75％を助成します（舗装工事に伴う
排水施設＝Ｌ型街渠の新設・補修も含む）。
　助成の要件など、詳しくは土木事務所・区役
所で配布中の手引きをご覧ください。
受付期間　５月12日（月）～８月29日（金）

問＝南部土木事務所（☎691-3158）

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　FAX671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は、
翌平日）、第２・４水曜日、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　FAX681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　FAX662-2055

その他

南区一斉清掃
日時　６月８日（日）　主催　南区自治連合会

　納期限を過ぎると、延滞金がかかりますので
ご注意を。納付には便利な口座振替をご利用く
ださい。

問＝市・納税推進課（☎213-5467）
様々な手続きで使う証明を交付しています
平成26年度分の市・府民税の証明は

� ６月２日から
　今年度分の市・府民税の課税証明書、所得
証明書、納税証明書は６月２日から交付。どの
証明書が必要か、事前にご確認を。
持�ち物　運転免許証、パスポート、年金手帳な

どの本人確認書類
問＝市民窓口課（☎681-3632）

お年寄りの方などに配慮した住宅改修
で税金が軽減されます

バリアフリー改修に伴い固定資産税を減額
　バリアフリー改修を行った場合、改修完了の
翌年度に限り床面積100㎡分までの固定資産税
を３分の１減額します。
要�件　平成19年１月１日以前から所在する住

宅（貸家を除く）で行った一定のバリアフリ
ー改修で、改修費用が50万円を超えること

対�象　65歳以上の方、介護保険法の要介護認
定又は要支援認定を受けた方、障害のある方
のいずれかの方が居住している家屋

申込　改修完了日から３か月以内に
問・申＝固定資産税課（☎681-3476）

保　健
適量の食事と運動で健康な身体づくりを
食育セミナー「京（みやこ）クッキング」

日�時　６月10日（火）、18日（水） 10:00～12:30
　※両日とも同じ内容です。
場所　南保健センター（ヘルスピア21）
講師　南保健センター管理栄養士
内容　①講話「食事も運動も適量が大事♪」　　
　②調理実習「初夏を感じるバランスクッキング」
　③試食・交流　
対象　区内在住の18歳以上
　※ 料理初心者の方、男性の方もお気軽にご参

加ください。
定員　各先着24名　費用　500円
申込　５月19日（月）から電話又は窓口で
※エプロン、三角巾、手拭きタオルを持参

問・申＝健康づくり推進課（☎681-3573）

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　  671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は
翌平日）、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　　681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　　662-2055

その他

ベーシック　ヨーガ
　身体を整え、心を豊かにするヨーガ
日時　毎火曜 14:10～15:10
対象　15歳以上　定員　先着25名　
費用　1,340円　申込　当日窓口で　
3B健康体操
　柔軟体操、筋トレ、リズム体操をバランスよく
日時　毎木曜 11:00～12:00　
対象　15歳以上の女性　定員  先着20名　
費用　1,340円　申込� 当日窓口で
※いずれも運動できる服装でお越しください。

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　  671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は
翌平日）、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　　681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　　662-2055

その他

「フリーマーケットinみなみ」出店者募集
期間　５月20日（火）～26日（月） 18:00まで
　※開催日時は６月22日（日） 13:00～15:30

休館日　毎週水曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　
☎671-0356　  671-0356

休館日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は
翌平日）、年末年始

図書館

閉庁日　土・日・祝日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

区役所 南区西九条南田町１-３　
☎681-3111（代）　　681-5513

休館日　毎週月曜日、年末年始
市バス　南区総合庁舎前、九条大宮

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２　　
☎0120-21-3356　　662-2055

その他

相　談
弁護士が無料で法律相談に応じます
無料法律相談

日時　毎水曜（祝日を除く） 13:15～15:30
場所　区役所１階　地域力推進室相談室
定員　先着15名（13:00から整理札を配付）

行政相談委員が無料で行政相談に応じます
無料行政相談

日時　５月28日（水） 13:30～15:30
場所　アバンティ１階　特設会場

問＝いずれも地域力推進室（☎681-3417）

催　し
区民の方が歌や踊り、楽器演奏などを披露
南区民文化フォーラム

日時　５月23日（金） 18:30～20:30
場所　区役所ホール（入場無料）
内�容　コーラス、舞踊、キッズダンス、六斎念仏、楽器演奏
主管　南区文化協議会

問＝地域力推進室（☎681-3417）

福　祉
気軽に参加、親子でほっと安心できる場所
子育て支援ルーム「すくすくみなみ」開所日

日�時　５月20日（火）、28日（水）、６月３日（火）、
４日（水）、12日（木）、13日（金）、17日（火）、
18日（水）は10:00～12:00

　 ５月23日（金）、６月５日（木）、19日（木）
は10:00～15:00
場所　ヘルスピア21　２階
内�容　子育てボランティアやサークル、保育士等

による親子同士の気軽な交流、子育て相談など
対象　乳幼児とその保護者
費用　無料（申込不要）

保育所（園）・児童館の先生と公園で楽しく遊ぼう！
「公園であそび隊」開催日

日時・場所　①５月22日（木） 10:30～11:30
　元陶化小学校　正門付近（東九条中御霊町）
　②６月５日（木） 10:30～12:00
　唐橋西寺公園（唐橋西寺町）
　③６月６日（金） 10:30～12:00
　上調子公園（上鳥羽高畠町）
　※雨天時は①は校舎内、②は唐橋児童館、　
　③は中止
内�容　地域子育て支援ステーション（地域の

子育て家庭を支援する拠点施設）の保育士等
による様々な遊びの提供
対象　乳幼児とその保護者　費用　無料（申込不要）

問＝いずれも支援課（☎681-3214）
先の大戦で犠牲になられた方々を心から追悼します
市戦没者追悼式

日時　６月19日（木） 14:00～15:00
場所　シルクホール
　（下京区四条室町角　京都産業会館８階）
対�象　戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹

及び三親等以内の祭祀者で、１年以上戦没者
と生計を共にされた方
申込　５月16日（金）～23日（金）に窓口で

問・申＝福祉介護課（☎681-3167）

税　金
あなたの市税が市民生活を支えています
６月２日は軽自動車税の納期限

地域力（みなみ力）で推進！地域力（みなみ力）で推進！
南区基本計画（第2期）南区シンボルマーク

「京都いつでもコール」
午前８時～午後９時（年中無休）ご利用ください！　市政情報総合案内コールセンター

携帯電話 http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/
パソコン http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html電子メール電話

FAX 以下のホームページ
から送信できます

661-3755
みなここ

ごようはここ

661-5855

番号のかけ間違いにご注意を!

（　 　　　　）

区民の皆さんの手で幅広いまちづくり活動が展開されています！
平成25年度に採択した13事業が、南区の文化、福祉、
環境、安心安全、人権、多文化共生など、様々な分野の
まちづくりに貢献しました。

「みなみ力で頑張る！区民応援事業」

平成25年度
取組報告

C
ク ミ ン

umin�P
プ ロ ジ ェ ク ト

roject
（現代アートみなみ力プロジェクト）

東九条のエリアマップ
作成、配布事業

多文化・多世代が共生
する地域づくりと交流の
ためのまちづくり事業

新たなまちづくりの
展開を

図るため、現代アート
を

通じたワークショッ
プや

展覧会などを開催

近所付き合いの
復活活動

火打形公園スケート
ボード運営事業

＜安心安全枠＞
青パトスクール

障害者文化振興
育成事業

障害のある方による音
楽を

通じた地域交流を進め
るため、

南区民ふれあいまつり
などで

楽器演奏を実施

こども達が創る
�エコ・デジタルシアター

東九条地域の見どころ
を広く

伝えるため、各種施設
や店舗

の情報を掲載した
エリアマップを作成

新千本十条を中心に

人と人とのつながり
を広める

ため、地域交流セミナ
ー

などを開催

子どもたちの健やかな

育成を図るため、子ど
も向けの

スケートボードスクー
ルや

絵画教室などを開催

上鳥羽六斎
ジュニア教室 みかんマルシェ

六斎念仏の後継者育
成や

地域の活性化を図る
ため、

子ども向けの教室を開
催し、

様々なイベントで実演

小さなおせっかいは上鳥
羽の地域力（みなみ力）

休眠施設を活用した
少子晩婚対策コンカツ

上鳥羽の安心・安全の取組
をさらに

推進するため、子どもたち
の見守り

につなげる新たな見守り
プランター

やリーフレットを作成

九条大宮～札ノ辻大宮
の

活性化を図るため、

商店や施設の協力によ
る

まちおこしイベントを
開催

認知症を通して築く、
安心まちづくり活動

京都市長

区内の小学生の環境
意識を

高めるため、子どもた
ちを対象

にした環境ワークショ
ップ

などを開催
多文化・多世代の交流

を進める

ため、地域での学習会
や

もちつき大会などを開
催

吉祥院の防犯・交通安
全の意識

向上を図るため、地域
の危険個

所や防犯・交通ルール
・マナー

のVTRを作成し、講習
会を開催

南区での出会いのきっ
かけ

づくりのため、元山王
小学校

を舞台にした学園型の

婚活イベントを開催

認知症への理解を
広めるため、認知症

セミナーやシンポジ
ウム

などを開催

皆さんの活動で、
南区のまちづくりが
さらに前進しました！


