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山科区の推計人口○
総人口／135,391人
男性／64,430人
女性／70,961人
世帯数／ 58,314世帯

交通事故／487件（−206）
死者／2人（+1）
負傷者／599人（−294）
火災／12件（+6）
救急／4,147件（＋113）

紅葉と陶灯路（とうとうろ）の灯りの中で
婚活 in 第4回「京都・やましな観光ウィーク」○

　紅葉が美しい時期に､ 恋にゆかりのある「勧修寺」「隨心院」に
おいて､ 清水焼の陶灯器の灯りや紅葉のライトアップのなか開催
される第4回「京都・やましな観光ウィーク」イベントを通して､
出会いの場を提供します。　

平成24年8月1日現在
（推計人口）

平成24年8月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比

｝
｝

山科の歴史を背景とした「玉
の輿伝説」「百夜通いの伝説」
が、将来、結婚をお考えの方・
パートナーを探しておられ
る方の絆を結ぶ後押し !
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●日時／11月17日（土）午後3時～8時（雨天決行）
●場所／ホテルブライトンシティ京都山科､ 勧修寺､ 隨心院
●内容／ティータイム､ 勧修寺・隨心院の拝観や音楽等イベントなど
●定員／48名〔48（しや）わせ＝“幸せ”になって！〕
（男性2名組・女性2名組､ 各々12組。申込多数の場合は抽選）
●応募資格／京都市内に在住または通勤されている25～45歳の独身男女
※将来､ 結婚をお考えの方・パートナーを探しておられる方
※学生不可※年齢は開催日当日（11月17日）の満年齢。
●参加費／男性・女性ともに3,000円
（ティータイム代､ 交通費､ 絵馬代など）
●参加条件／応募資格を満たしたうえで､ 次の書類をご提示いただき､
参加費をお支払いいただける方
○後日参加通知に同封される誓約書に署名したもの
○身分証明書（免許証、保健証、パスポートなど）のコピー
かつ、参加条件を満たす同性と2名で申込ができる方（同性2名組が
申込単位）
●申込方法／申込用紙（山科区役所ホームページからのダウンロード､
区役所等で配布）に2名の郵便番号､ 住所､ 氏名､ 性別､ 生年月日､
年齢､ 連絡先､ 職業､ 勤務地を明記し､ 郵送・FAXまたは持参により
申込先へ
※10月26日（金）必着
●主催／「京都・やましな観光ウィーク」実行委員会
●共催／一般社団法人山科経済同友会　ホテルブライトンシティ京都山科
●問合せ先・申込先／「京都･やましな観光ウィーク」実行委員会事務局：
山科区役所地域力推進室「婚活in第4回京都･やましな観光ウィーク」
受付係
（電話592-3066。FAX502-1639。〒607-8511　京都市山科区椥辻池尻町14-2）
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清水焼団地 第38回　　　　　　　　　　　　　　　　○
大陶器市「清水焼の郷まつり」
期間中は山科巡回バスを無料で運行!
　年に一回、秋に開催される「清水焼の郷まつり」
では、京焼・清水焼を中心に魅力的な器をお得な
価格でお買い求めいただけます。今回は京都中の
元気な団体の物産が一堂に会する“地域力文化祭”
とのコラボが実現。スイーツやB級グルメもあり、
盛りだくさんのイベントが開催されます。また、
ろくろ体験･箸作り･利き酒･和菓子作り･念珠腕輪
作りなど楽しい体験が目白押し。運がよければ
“きよまろ”にも会えるよ！ぜひ、お越しください。
●日時／10月19日（金）～21日（日）
午前9時30分～午後6時
●場所／京焼・清水焼工芸館及び清水焼団地一帯
●問合せ先／清水焼の郷まつり実行委員会
（電話581-6188）

第5回 やましな駅前「○ 陶
と う と う ろ

灯路」
～今年のテーマは「かぐや姫」～
　「やましな駅前陶灯路」が今年も開催されます。
　約2,000個以上の清水焼の陶灯器や切子グラスを
使って､ 秋の夜をほのかに揺れるろうそくの灯りと
オカリナアンサンブルなどの心地よい生演奏が
皆さんをお迎えします。
　ご家族やお友達と一緒にぜひ、お楽しみください。
●日時／10月13日（土）�午後6時～8時�（雨天中止）
●場所／ラクト山科公園､「ホテルブライトンシティ
京都山科」周辺､ その他
●問合せ先／やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）

お待ちして
おります。

清水焼団地 第38回　　　　　　　　　　　　　　　　
山科“きずな”
支援事業
補助金交付
対象事業

「きよまろ」

詳しくはホームページ
「清水焼団地」で
検索してね。

山科“きずな”
支援事業
補助金交付
対象事業
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第9回　山科おやこDEフェスタの開催○
　子育てがしんどいな､ と感じることはありませんか？�
そんな思いはみんな同じです。
　やましな子育て応援団は「みんなが出会えば楽しい子育て」をテーマ
に､ 今年も「おやこDEフェスタ」を開催します。午前は親子ミニ運動
会や赤ちゃんリズム体操、午後はおもちゃなど自由に遊べるコーナーが
あります。ランチタイムに一緒にお弁当を食べたり､ 楽しみながら
新しい子育て仲間を見つけに来てみませんか！
● 日時／10月18日（木）�午前10時45分～午後2時�
（受付は午前10時30分～）
●場所／東部文化会館・東野公園（椥辻西浦町1-8）
●対象者／就園前の子どもと、その保護者　
●参加費／無料　●申込み／不要
●問合せ先／山科区社会福祉協議会内やましな子育て応援団
（電話593-1294）

「明日の山科を考える」○
山科区自治連合会連絡協議会総会を開催
　8月3日､ 平成24年度山科区自治連合
会連絡協議会総会が開催されました。
　山科区の課題について区内13学区の自治連合会からの代表者の
皆さんが行政機関と話し合い､ 早期に解決を図ることを目的として
毎年開催されています。
　今年度は6つの懸案事項についての質問と回答をもとに､ 熱心な
協議が交わされました。
平成24年度懸案事項
○�環境にやさしいまちづくりの推進について
○交通体系の整備について
○観光振興の支援策について

山科“きずな”
支援事業
補助金交付
対象事業
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○地域コミュニティの活性化について
○地域の安心・安全について　
○子育て､ 高齢者支援など地域福祉の充実について
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

結核にご注意！胸部検診を受けましょう！○
結核予防週間 9月24日（月）～9月30日（日）
　「結核は過去の病気」と思っていませんか？結核は、現在も全国で新
たに24,000人（京都市は毎年300人以上）の患者が発生し、約2,000人が
亡くなっている重大な感染症の一つです。症状がかぜに非常によく似て
いるため､ 気づかず病状を悪化させてしまったり､ 他人に感染させて
しまったりすることがあります。

●問合せ先／区保健センター成人保健・医療担当（電話592-3477）

□　２週間以上続く咳
□　かぜ薬が効かない、かぜがなかなか治らない

□　だるさ・食欲不振が続く
□　最近やせてきた

下記の症状はありませんか？

複数当てはまる方

医療機関に受診をしましょう。

結核予防の

シンボル

「シールぼうや」

症状のない方は

年に１回､ 定期的に胸部検診（胸部レントゲン検査）を受けることが

早期発見につながります。

区保健センターでは､ 毎月第２・４金曜日に無料で胸部検診を実施中！
予約不要肺がんの発見にも役立ちますので､ ぜひご利用ください。
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就業構造基本調査を実施します○
　平成24年10月1日（月）現在で実施するこの調査は、国や地方の雇用
政策、少子・高齢化対策などに必要な基礎資料とするため、皆さんの
就業状態などを調査すると共に、東日本大震災の仕事への影響も把握
します。調査の対象となった世帯には、9月下旬に調査員がお伺い
しますので調査へのご回答をお願いします。
●問合せ先／区統計担当（電話592-3066）、
総合企画局情報化推進室情報統計担当（電話222-3216）

毒キノコにご注意！○
　夏の気温が高く､ その後の適度の降雨と朝晩の気温の低下により､
毎年この時期にはキノコを原因とする食中毒が発生しています。
　食用か毒かを見分けるのは非常に難しく､ またキノコの毒は加熱して
も消えません。食用と確実に判断できないキノコは､ 次のことを守りま
しょう。
　採らない！食べない！　売らない！人にあげない！
　キノコを食べて体調が悪くなったら､ すぐに医師の診察を受けてくだ
さい。
●問合せ先／区保健センター食品衛生担当（電話592-3489）　

秋の全国交通安全運動○
運動期間　
9月21日（金）～30日（日）交通事故死ゼロを目指す日：9月30日（日）
スローガン　
古都の秋　ゆずる心を　大切に
運動重点
●�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止�
（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）
●全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶　●二輪車の交通事故防止



9

山科区では火災が多発しています！○
　山科区では、8月26日現在の火災件数が14件となり、昨年1年間の
火災件数11件を超えました。
　ご家庭での火の取り扱いには、十分にご注意ください。

人が倒れた! 大切な命を救うため、あなたは○
救命活動ができますか?
いざと言う時、あなたの勇気が命を救います！

山科消防署では、心肺蘇生法と共にＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用
方法を含めた普通救命講習会を実施しています。ぜひ、受講してください。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

①胸骨圧迫30回

③人工呼吸
2回

②気道確保

反応を調べる

大丈夫ですか？ 119番通報
してください

!

AEDを持っ
て

きてくださ
い!

助けを呼ぶ

普段どおりに呼吸
をしているか？

気道確保し救急隊を待つ

回復体位

119番通報

AEDの要請

反応なし

反応あり

し
て
い
な
い
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青色防犯パトロール車の出発式○
　山科地域防犯推進委員のパトロール車
に加え､ この度､ 区役所公用車も運用を
開始しました。
　今後､ 山科警察署と連携し､ さらに地域
の安心安全を進めます。（8月2日出発式）→
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

情報掲示板

京都市市政情報総合案内コールセンター
「京都いつでもコール」○

年中無休　午前8時～午後9時
電話661-3755　FAX661-5855
電子メール（次のホームページから送信できます）
パソコンhttp://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話�http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

申請・手続き

■長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良
住宅で、平成26年3月31日までに一定の要件（床面積要件等）を満た
し新築された場合、新たに課税される年度から5年度分（3階建以上
の耐火建築物または準耐火建築物は7年度分）の固定資産税について、
床面積120㎡までに相当する部分の税額が2分の1減額されます。
　減額を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに必要書
類と共に申告が必要となりますので、問合せ先までご相談ください。
問合せ先　区固定資産税課家屋担当（電話592-3165）
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■児童扶養手当について
　離婚などにより、父（または母）と生計が同じでない児童の母（ま
たは父）や、父（または母）に一定の障害のある児童の母（または父）、
または父母に代わってその児童を育てている人に対し、支給される
手当です。
　手当は、請求月の翌月分から支給されますが、所得が一定以上あ
る場合は支給停止となり、児童が児童福祉施設などに入所している
場合などは支給されません。
　なお、昭和60年8月1日から平成10年4月1日の間に支給要件に該当
された方は請求できません（父子家庭の父を除く）。
　年齢が18歳に到達する日以後最初の3月31日までの児童（中程度以
上の障害がある場合は20歳未満）の手当額（月額）については、前
年の所得額（手当の受給者が児童の母（父）の場合、児童の父（母）
から母（父）または児童が受け取った前年の養育費の８割相当額を
含む）に応じて支給額が決まります。
　対象児童1人の時、全支給の場合41,430円、一部支給の場合9,780
円～41,420円。児童2人の時は5,000円、3人目以降は1人増えるごと
に3,000円が加算されます。
問合せ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）

■特別児童扶養手当について
　中程度以上の知的・精神・身体障害のある児童（年齢が20歳未満）
を家庭で養育している父母、または父母に代わってその児童を養育
している人に対し、支給される手当です。
　手当は、請求された月の翌月分から支給されますが、所得が一定
以上ある場合は支給停止となり、児童が児童福祉施設などに入所し
ている場合などは支給されません。
　手当額（月額）は、障害の程度に応じて対象児童1人につき1級は
50,400円、2級は33,570円です。
問合せ先　区支援課支援第二担当（電話592-3243）
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■国民健康保険（国保）加入の届出は14日以内に
　職場の健康保険などの被保険者の方とその被扶養者、生活保護を
受けている方及び後期高齢者医療の被保険者以外は、国保に加入し
ていただかなければなりません。
　次の事由に該当した時は、14日以内に加入の届出をしてください。
届出に必要な書類は事由によって異なりますので、お問い合わせく
ださい。
①他の市町村から転入した時
②�退職などで職場の健康保険や国保組合をやめた時
③生活保護を受けなくなった時
④�国保の加入者に子どもが生まれた時
届出が遅れても、保険料は上記①～④に該当した月までさかのぼっ
て（最長2年）納付いただくことになります。また、その間の医療費
は原則として全額自己負担になります。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど、一定の条件に当
てはまる場合、10月から特別徴収（年金からの引き落とし）により
納付していただくことになります。対象となる方には、7月に特別徴
収の開始通知をお送りしています。口座振替により今後の保険料を
確実に納付いただける方は、保険年金課へのお申し出により口座振
替による納付に変更することができます。ご希望の方は、保険年金
課へ口座振替の申し込みと併せて納付方法の変更をお申し出くださ
い。3～4カ月後に特別徴収が停止されます。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）　

相談

■無料法律相談
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日時　毎週水曜日。13:15～15:15。場所　区第2会議室。定員　15名。
申込方法　当日8:30から整理券配布。先着順。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
■無料行政相談
日時　10月11日（木）13:30～16:00。場所　区第2会議室。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
■行政書士の市民困りごと相談会
日時　10月16日（火）14:00～16:00。費用　無料。場所　区第2会議室。
問合せ先　京都府行政書士会第6支部事務局（電話583-3230）

イベント・講座

■山科図書館（電話581-0503）
※開館時間/10:00～19:30（土･日･祝は～17:00）。
休館日/火曜日（祝日の場合は翌平日）と第2･4水曜日。
◎60周年記念
○お楽しみ会
日時　9月22日（土・祝）11:00～。
エプロンシアター
○よんでよんで赤ちゃんの会
日時　10月1日（月）11:00～。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
○絵の展示（幼児コーナー）
10・11月は、すみれ幼稚園児の作品を展示
■移動図書館「こじか号」巡回（電話801-4196）
9月24日（月）　
10:00～10:50　場所　西野山分譲集会所前
11:10～11:40　場所　山階南小
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小　
9月26日（水）　
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10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
■オータムコンサート2012　 
～昼下がりのフラとマンドリン～
「日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル」とゲストの
BIJIN’s［ビジンズ］による無料公演。
日時　10月7日（日）14:00～16:00�定員　550名。費用　無料。
申込方法　不要。
場所・問合せ先　東部文化会館（椥辻西浦町1-8。電話502-1012）
　
募集

■山科青少年活動センター（電話593-4911、FAX593-4916）
中3勉強会サポーター募集！
　山科区の生活保護世帯の中学3年生が受験勉強をしながら進路を決め
たり、身近な大人のモデルを知るための機会づくりをします。福祉機関
と連携して子どもの学びを支えます。日時　毎週金曜日17:00～20:00。
費用　1回あたり交通費440円支給　場所　当センター。対象　大学生・
大学院生。
やませいへico（イコ）
　スポーツ・料理・レクリエーションなど、一人でも気軽に参加できる
プログラムを実施します。日時　毎月第2・第4土曜日（変更の場合あり）。
費用　無料（実費徴収の場合あり）。場所　当センター。対象　市内在住
または通学・通勤している13～30歳の方（主に10代の若者）。
ユース提案事業募集中！
～やりたいことを形にしよう～
　事業等を企画・運営したい際に、計画の立て方などのお手伝いをしま
す。日時　随時。費用　無料。場所　当センター。対象　市内在住
または通学・通勤している13～30歳の方。
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案内

■献血
日時　9月28日（金）10:00～11:30と12:30～16:00。場所　マツヤ
スーパー山科三条店前。日時　9月30日（日）10:00～11:30と12:30
～16:00。場所　勧修小学校。
問合せ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）
■東温水プール無料開放
「体育の日」に無料開放します。
日時　10月8日（月・祝）9:00～12:00、13:30～16:30の入れ替え制。
場所・問合せ先　東温水プール（電話571-3100）

ゲートボール：百々チーム（小・中学生など）
バレーボール：陵ヶ岡チーム（小学生・男子） 

全国大会へ出場○
●7月28日～29日に埼玉県熊谷市で開催さ
れたゲートボールの全国大会に百々学区
から2チームが京都府代表として出場しました。小・中学生による
DoDoフェニックスチームと､ 6歳以上による世代交流チームの
山科コスモスチームが決勝トーナメントに進み、山科コスモスが
見事第3位に輝きました。
●8月7日～10日に川崎市で開催された「第32回全日本バレーボー
ル小学生大会」に陵ヶ岡バレーボールスポーツ少年団が、3年連続､
通算19回目となる京都府代表として出場しました。「心を一つに」「つ
なげるバレー」を合言葉に､ 大いに健闘しましたが､ 惜しくも決勝
リーグには進めませんでした。各チームと
も､ 今後の活躍を期待します。
●問合せ先／区まちづくり推進担当
（�電話592-3088）
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第24回 市民スポーツフェスティバル○
第59回京都市ソフトボール大会
第22回京都市壮年ソフトボール大会
　7月22日、厳しい暑さの中､ 岩倉東公園
グラウンドにて、市ソフトボール大会が開催
されました。
●一般の部の小野体振チームは、2年連続の出場を果たし、大いに健闘
しましたが、準々決勝で桃山東（伏見区）に0－3で敗れました。
●壮年の部の大宅体振チームは、1点差まで詰め寄りましたが、
惜しくも4－5で明徳（左京区）に準々決勝で敗れました。
　来年の活躍が期待されます。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

第58回 山科少年ソフトボール大会○
　8月19日山科少年補導委員会主催のソフト
ボール大会が勧修寺公園グラウンドで開催さ
れ、山科・醍醐から17チームが参加し、熱戦
が繰り広げられました。見事、鏡山チーム
（写真）が連覇を果たしました！
●問合せ先は上の記事に同じ。

敬老の日　100歳おめでとうございます○
　お生まれになった年（明治45年４月～大正２年３月）は､「明治」
から「大正」へ改元されました。全国的に「大正屋」等の屋号の店舗が
増えたそうです。
　これからも､ 健やかに過ごされますよう､ 心よりお祈りします。

浅
あ さ の

野　ひさ子
こ

さん…小野学区

井
いのうえ

上　菊
き く え

江さん… 小野学区

梅
う め づ

津　トシさん… 勧修学区
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大
お お の ぎ

野木　榮
えいいち

一さん…山階学区

岡
お か だ

田　時
と き お

雄さん… 勧修学区

笠
かさはら

原　ためさん… 陵ケ岡学区

加
か と う

藤　美
よしはる

晴さん… 小野学区

阪
さかがみ

上　八
や え

重さん… 音羽学区

四
しのみや

宮　ゆき枝
え

さん…音羽学区

末
すえなが

永　ツヤ子
こ

さん…西野学区

竹
たけうち

内　 さん…… 大塚学区

竹
たけなか

中　ミチ子
こ

さん…山階南学区

田
た な か

中　民
た み こ

子さん… 山階南学区

西
にしむら

村　いとさん… 鏡山学区

福
ふくずみ

住　外
と よ こ

代子さん…大塚学区
ふ じ た

田　シゲコさん… 山階南学区

森
も り え

江　ふみさん… 鏡山学区

山
や ま だ

田　健
け ん じ

二さん… 陵ケ岡学区

吉
よしむら

村　正
しょうざぶろう

三郎さん…山階学区

　この他にも3名おられますが、公表を望まれておりません。
（五十音順・8月29日現在）
●問合せ先／区支援課支援第二担当（電話592-3222）

公園で遊ぼう○
お空の下で、お子さんと一緒にいつもと違った遊びを楽しみませんか
●日時・場所／①10月5日（金）午前10時30分～11時30分・大宅御所田
公園（大宅御所田町）　②10月10日（水）午前10時30分～11時30分・
川田公園（川田前畑町）※いずれも雨天中止。10月下旬にも2回程度､
山科区内の公園にて開催する予定です。
●対象／就学前の子どもとその保護者

は　な
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●内容／児童館・保育園の先生と主任児童委員による手あそびや
読み聞かせ､ 歌など
●申込み等／不要。開催時間中は出入り自由。無料
●主催／山科区地域子育て支援ステーション・山科区主任児童委員
（山科区民生児童委員会）
●問合せ先／山科子ども支援センター（電話592-3259）

　
参加募集
山科の魅力探訪○

～あなたも地域の案内人に～
　山科の魅力を取りまとめた冊子「京
都山科東西南北」をもとに、3つのコ
ースに分かれて探訪します。この機会
に、山科の魅力をより深く知っていた
だき、ぜひ、周りの方に広めてください。
●日時／10月14日（日）午後1時～4時頃
（※①中臣遺跡・福田金属コースは午前9時30分～午後0時30分頃）
探訪コース
①中臣遺跡・福田金属コース
区役所→上村堤防→朝日神社→折上神社→
福田金属箔粉工業（株）展示室→中臣遺跡石器発見地→区役所
②三条街道コース
陵ケ岡みどりの径公園旧御陵駅跡→�
旧東海道→日ノ岡峠人馬道碑→経王塔→刑場供養碑→御陵駅

社会福祉法人
大宅保育園
社会福祉法人
大宅保育園

市立大宅
小学校
市立大宅
小学校

フラワー
ガーデン
フラワー
ガーデン

①大宅御所田
　公園
①大宅御所田
　公園

奈
良
街
道

奈
良
街
道

N

MKボウル
山科

MKボウル
山科ホンダホンダ

万因寺
保育園
万因寺
保育園万因寺万因寺

②川田公園②川田公園

旧
安
祥
寺
川

旧
安
祥
寺
川

川
田
道

川
田
道

西野小学校西野小学校

1号線1号線

N

（昨年度の様子）
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③花山・西野山丘陵コース
御陵駅→華山寺→元慶寺→花山分水路記念碑→遍昭陵墓→福應寺→
清水焼団地→大石神社
見どころは、区ホームページで！
（http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000127140.html）�
●定員／各コース15名（先着順）　●費用／200円（保険料・資料代）
● 申込方法／9月20日（木）～10月10日（水）に、区まちづくり推進担当
まで直接来所。

●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

体操服のリサイクル 山科区の子ども達は始めています！○
　今年の春、山科学生衣料協同組合に加入する店舗に、“画期的な体操
服”が並びました。この体操服は、着られなくなっても、何度もまっさ
らな新品の体操服に再生することが可能です。それにより、ごみはゼロ
になります。二酸化炭素の排出も大幅に削減できます。これは「体操服！
いってらっしゃい�おかえりなさい�プロジェクト」という取り組みです。
子ども達が体操服を捨てずに、学校に持ち寄りリサイクルに出すことで、
「物を大切にする喜び、大変さ」を知って貰うことを一番の目的として
おり、既に山科区では、京都市内で唯一、区内の全小学校13校で
取り組みが進められています。
　山科学生衣料組合理事の
石田伊三雄さんは「大変良い
取り組みで、ぜひ積極的に協
力したいと思いました。そし
て、児童や保護者の皆さんだ
けでなく、町の人たちにも広
く知って頂きたい、応援して
もらいたい。」と語っておられ
ました。
●問合せ先／京都市ごみ減量
推進会議（電話647-3444）


