合案内コールセンター

つでもコール

後9時（年中無休）

電話

661 - 3755

661 - 5855

FAX

市

民

し

ん

ぶ

ん
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Eメール（ホームページから） ※かけ間違いにご注意下さい

「中京区おでかけBOOK」
できましたよ～♪

日曜日にも区役所で転入・転出等の
手続きができます

乳幼児おやこの
子育てを応援！

3月20日、27日、4月3日

中京ベビーズサポートマーケットプロジェクトでは、区
内の子育て支援に関する情報や乳幼児親子向けの施設を
まとめた冊子
「中京区おでかけBOOK」を作成しました。
BOOKでは“きっずぱぁく”や保育所・児童館・幼稚
園・公園など盛りだくさん !中京区役所での配架や子育
てのイベント、保健センターの訪問事業等でも配布し
ております。
今年の春は、本誌を片手に親子でおでかけしましょう！

取扱業務

問合せ

※④は平日午後5時以降及び土日は受付のみで、発行は平日の翌開所日以降
※⑤は北、左京、山科、南、右京、西京、伏見の各区を本籍とする方のみ発行可能
（北、山科、南、西京の各区を本籍とする除籍謄抄本等は3月14日から取扱開始）

はしべんけいちょう
ちょうばこ

帳箱の犇く文書

明倫学区の橋弁慶町は祇園

祭の山鉾「橋弁慶山」を持つ

町内です。山鉾は「橋弁慶山

保存会」により管理・運営さ

ひしめ
もんじょ

し、さらに専門家による推敲

れていますが、その収納庫に

は古文書が保管された帳箱が

が続きました。

そして平成 年１月、プロ

置かれていました。その古文

書を読み解こうと考えたのは

ジェクトに携わった、すべて

登録と注射は6,900円
注射のみは3,300円
問合せ 衛生課
（☎812-2633）

の 人 の 思 い を の せ て、
「橋辯

費用

した。那須さんは、一から古

中京区役所
17日
（日） 14:00～15:30 （岩上通側裏口）

「保存会」の那須明夫さんで

14:50～15:20 元生祥小学校

慶町 帳箱の犇く文書」が発

14:00～14:20 元立誠小学校

行されました。

15:10～15:50 西ノ京中学校

文書を学び、文書の解読を進

14:00～14:40 朱一小学校

められました。解読された文

14日
（木）

15:00～15:30 堀川高校

発行を記念して、２月 日

13日
（水）

14:00～14:30 洛中小学校

書には、江戸時代から明治に

12日
（火）

京都工芸繊維大学佐々木研究室は地域と連携
して、三条通のみちづくりとまちづくりに取り
組んでいます。
今年度は三条通の歴史的なつながりや祇園祭
との関わりに着目し、勉強会を開催しました。
その集大成として、このたび、三条通（千本通～
河原町通間）に面した老舗店舗や文化財等を紹
介する「三条通百代絵図」を発行しました。

さんじょうつうはくたいえす

15:10～15:40 銅駝会館

かけての町衆の暮らしぶりや （ 日 ） に 講 演 会 が 開 催 さ れ、

（両替町通側裏門）

21

28

※本事業は、
中京区民まちづくり支援事業による補助対象事業です。

「三条通百代絵図」
配布中 ！

11日
（月）

京都国際マンガ
14:00～14:40 ミュージアム

名以上の方の参加がありま

8日（金） 14:00～15:00 朱二小学校

した。講演会では古文書から

15:00～16:00 朱雀中学校

当時の祇園祭について記録さ

14:00～14:30 朱四小学校

判明したことの報告や「橋弁

7日（木）

那須さん（左）と平井さん（右）

問合せ 橋弁慶町町内会 平井さん
（☎090-1950-0861）

れていました。

6日（水） 14:00～15:00 朱八小学校

慶山」についての逸話などが

15:10～15:50 朱三小学校

古文書を誰もが読めるよう

14:00～14:40 朱七小学校

紹介されました。

5日（火）

にすることで次代に遺そう、

4日（月） 14:00～15:00 御所南小学校

と考えられた那須さんは町内

の平井嘉人さんに文書の電子

化（データ化）を相談されま

した。そうした町内の方の思

いから電子化プロジェクトは

解読された文書をパソコン

所

40

橋辯慶町

引っ越しに伴う水道の使用開始又は中止は、
およそ1週間前までにご連絡をお願いします。
問合せ 北部営業所（☎462-3251、FAX463-4826）
スタートしたのです。

に全て入力するのは、複雑な

作業でした。募集チラシや新

聞の記事で協力いただける方

を 募 集 し た と こ ろ、 関 心 を

場

持った学生、社会人など様々

間

入力後もチェックを繰り返

時

公式ブログあります!
な方から手が挙がりました。

実施日

飼い犬の登録と
狂犬病予防注射の
お知らせ

狂犬病予防法により、生後91日
以上の飼い犬は、生涯1回の登録と
年1回の狂犬病予防注射が義務付け
られています。平成28年度は4月
に次の日程で実施します。ご都合
のよい会場にお越しください。
期間中、お越しになれない方は、
お近くの動物病院で必ず受けてく
ださい。

検索

※祝日・振替休日・年末年始は休み
取扱証明書 ①住民票の写し②住民票記載事項証明書③印鑑登録証明書
④市税関係証明書⑤戸籍関係証明書

参加費
無料

4月28日（木）午前10時～

中京ベビサポ

市民窓口課（☎812-2436）

場 所 地下鉄四条駅・竹田駅・山科駅・北大路駅、阪急桂駅
開所時間 午前8時半～午後7時（土日は午後5時まで）

0歳児ルーム
予約
ベビー専門フォトによる
「スマホ撮影テクニック講座」
不要
食物アレルギーってなに?
おうちでの英語あそび
「はじめましてのABC！」
体験！

問合せ 総務・防災担当
（☎812-2421）

転入・転出・転居届、戸籍の届出、印鑑登録の申請、住民票の写
し・印鑑登録証明書の発行など

証明書の発行にはターミナル証明書発行コーナーもご利用ください。

毎週木曜日の午前10時～正午の間に乳幼児親子で楽しむイベ
ントを区役所1階ホール又は4階会議室で開催しています。ぜひ
お気軽にご参加ください。
※内容により先着順となり、
ご参加いただけない場合もございます。

4月子ども用品交換会同時開催!
テーマ:春物衣類・おもちゃ

午前9時～正午

※市税関係証明書の発行及びマイナンバー関係の業務は取り扱いできません。また、
上記取扱業務でも、他機関が閉庁している等の理由で、その場で対応できないこ
とがあります。
※エコまちステーション（転入者へのごみの分別、有料指定袋に関する説明）、
上下水道に関する受付窓口も臨時開所します。

ベビサポ広場催しのお知らせ

4月 7 日
4月14日
4月21日
4月28日

開所時間

絵図では、創業から100年以上の歴史がある
お店や三条通周辺の祇園祭に関する行事や文化
財を紹介しています。
絵図は三条通沿いの店舗等で配布中です。
また、絵図発行を記念したイベントを開催し
ます。祇園祭の休み山「鷹山」の復活を目指す鷹
山保存会によるお囃子の披露などもあります。
事前申込は不要です。ぜひお越しください！
日 時 3月19日（土）午後1時～4時
場 所 京町家連携キャンパス ににぎ
（三条油小路西入南側）
※参加無料
問合せ 佐々木研究室（☎724-7646）
※本事業は、中京区民まちづくり支援事業による補助対象事業です。

四条通が歩きやすくなりました。

新しくなった四条通へお越しの

際 は、 マ イ カ ー の ご 利 用 は お 控

読者からのひとこと

コラムのおかげでニホンミツバチを知りました。区役所で開催された採蜜見学会にも参加し、ニホンミツバチの蜂蜜をいただきました。その時の感動は今も大切な思い出です。

