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山科区の推計人口○
総人口／135,358人
男性／6４,４13人
女性／70,9４5人
世帯数／58,368世帯

交通事故／706件（−296）
死者／4人（+1）
負傷者／883人（−383）
火災／18件（+8）
救急／5,764件（+4）

2012 山科の1年○
1月
●山科区災害ボランティアセンター設置場所決定
2月
●第10回やましな栄誉賞　
栄誉賞　粟崎 高行（あわさきたかゆき）さん
特別賞　出竿 賢治（でざおけんじ）さん
●京都市長選挙
●ふれあい“やましな”2012区民ふれあい文化祭
3月
●区役所駐車場を整備し供用開始
●京都市市民憲章推進者区長表彰
4月
● 第2期山科区基本計画推進会議が区民まちづくり会議に移行
● 「山科“きずな”支援事業」を新設
● 京都市音羽児童館が開館

平成24年11月1日現在
（推計人口）

平成24年11月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比

｝
｝
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5月
●山階小学校創立140周年

6月
● 「山科“きずな”支援事業」対象事業を決定
● 山科区2万人まち美化作戦を実施
● 京都市市民憲章推進者表彰式典

7月
● 京都橘大学七夕陶灯路

8月
● 「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

9月
● 山科区エコアクションNo.1宣言2012環境イベント
　「エコで変えようライフスタイル」
● 京都サンガF.C.山科区民デー
●勧修小学校創立140周年

10月
● 山科の魅力探訪
● やましな駅前「陶灯路」
● 清水焼の郷まつり

11月
●被災地キャラバン隊
● ふれあい“やましな”2012区民まつり
● 第4回京都・やましな観光ウィーク
● 花山中学校創立50周年

12月
● 区役所駐輪場を整備し供用開始
● 第38回山科義士まつり
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「東日本大震災の被災地に山科の魅力を届けよう！」プロジェクト
被災地キャラバン隊○

～仙台市青葉区・若林区、会津若松市へ行ってきました～
　11月2日から4日にかけて、おこしやす“やましな”協議会と山科区
役所の共汗・協働により、東日本大震災の被災地の復興支援と京都・山
科の観光PRをするために、仙台市と会津若松市へ行ってまいりました。
　11月2日（金）は11時間かけて宮城県仙台市までバスで移動。
　11月3日（土）は、仙台市青葉区民まつりに参
加させていただき、ブース出展及びステージ出演、
そして、京都市及び山科区の観光ＰＲ活動を行
いました。ブースでは、アンケートやクイズな
どのイベントに多くの皆様が参加され、山科区
内から寄せられた和菓子や山科出身の女子プロゴルファー森田理香子
さんと永井奈都さんのサイン入りキャップなどを青葉区民の方々にお
届けすることができました。
　また、午後からは、津波被害を受けられた若
林区荒浜地区の方々がお住まいの荒井小学校用
地仮設住宅を訪れ、清水焼のマグカップ等を贈
呈するとともに、少しでも元気を取り戻してい
ただきたいとの思いを込めて、宮川町の舞妓さ
んが「舞妓の舞」を披露。夕刻には、集会所周
辺に清水焼の器で制作された陶灯器で光の道を
描きだす「陶灯路」を造り、灯りをともして亡
くなられた方々への慰霊の気持ちを込めるとと
もに、被災者の皆様との交流を行いました。
　11月4日（日）には、来年のＮＨＫ大河ドラマ
の「八重の桜」の放送決定を契機に、今年の3月
に京都市と「相互交流宣言」を結んだ福島県会
津若松市を訪問し、門川京都市長からの親書を
届けるとともに、室井会津若松市長からの激励
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をいただきました。「鶴ヶ城」の本丸内における京都市及び山科区の
観光ＰＲ活動には、会津若松市の関係者も共に参加するなど、互いに
交流を深めることができました。

山科区役所の駐輪場について○
　駐輪場が整備され、機械式のラックが設置されました。来庁者の方は
原則無料でご利用いただけます。
　駐輪マナーを守り、誰もが気持よく利用できるよう、皆さまのご理解
とご協力をお願いします。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3065）

ふれあい“やましな”2013区民ふれあい文化祭
区民ギャラリー展示作品の募集○

皆様のご応募お待ちしています。
●開催日時／平成25年2月24日（日）午前10時～午後5時
●場所／東部文化会館 創造活動室（椥辻西浦町）
●募集作品　
・ 絵画：「日本画」、「洋画」、「水彩画」、「版画」30号（91cm×62.5cm）以内。

額装のこと。
・書道：「軸物」、「額装」、「色紙」、「短冊」半切以内。
・ 写真：モノクロ、カラーは不問。ワイド四つ切り以内。パネル仕上げ

または額装のこと。
・リサイクルアート：不用品を使った実用性のある作品。
立体型：50cm×50cm×50cm以内。　平面型：一辺が1ｍ以内
●募集点数／各部門とも先着30点。一人1点、未発表のものに限る

（リサイクルアートについてはグループ出展可。ただし、1グループ1点）。
●応募資格／区内に在住又は通勤通学されている方（プロは除く）
●申込期間／平成24年12月17日（月）～28日（金）
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（区まちづくり推進担当で申込用紙を配布）
●作品搬入／平成25年1月17日（木）、18日（金）午前8時30分～午後5時
●表彰／審査会において、各部門の優秀作品を決定し、賞状及び記念品
を贈呈（リサイクルアートのグループ出展は賞状のみの贈呈）
●表彰内容／（各部門共通）ふれあいやましな賞1点、準ふれあいやま
しな賞2点、優秀賞3点程度
●表彰式／平成25年2月24日（日）午前10時30分ごろ～　東部文化会館
ホール
●その他／「ふれあいやましな賞」の作品については、区民ギャラリー
終了後、3月中旬ごろまで区役所に展示します。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

平成2４年度　第3回山科区民まち○
づくり会議を開催！
　10月29日、区役所において、今年度第3
回目の山科区民まちづくり会議を開催し
ました。
　会議では、来年度の区民提案・共汗型
まちづくり支援事業について、区からの報告を受けた後、グループに分
かれて議論しました。
　各グループでは、活発な議論が行われ、各委員から様々な意見が出さ
れました。
　会議で出された意見を基に今後、区では来年度の事業について検討し、
区基本計画を「共汗・協働」により推進するとともに、山科ならではの
地域力を活かした協働型のまちづくりを推進していきます。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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工業統計調査を実施します○
　この調査は、製造業を営む事業所を対象として平成24年12月31日現在
の、わが国の工業の実態を明らかにするために行うもので、その結果は
国や自治体の産業振興計画などの基礎資料となるほか一般の企業や研
究機関でも広く利用されています。
　12月中旬から来年1月にかけて調査員が伺いますので、調査票への御
記入をお願いします。
●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）

生活安全スポットニュース○
年末特別警戒実施中!!
　年末は、金融機関を対象とした強盗事件やひったくりの発生が予想さ
れることから、山科警察署では特別警戒を実施しています。
○ 金融機関を利用する際は、ひったくりに注意しましょう。
　・ 金融機関の周辺では、強盗やひったくり犯人があなたを狙っています。
○自転車盗が多発しています！
　・ 駐輪するときはワイヤー錠等の補助錠で ｢ツーロック｣ しましょう。
○振り込め詐欺に注意してください。
　・ 京都府内において振り込め詐欺が増加しています。振り込めと言わ

れたときは、まず確認。
年末の交通事故防止府民運動（12月11日～31日）
　これからの時期、何かとお酒を飲む機会が増えてきます。｢これくら
いの量なら｣ ｢少しの距離だから」といった安易な気持ちは禁物です。
｢飲んだなら 運転しません させません｣ 悲惨な交通事故の要因となる
飲酒運転をなくしましょう!
●問合せ先/山科警察署（電話575-0110）
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この冬も感染性胃腸炎（ノロウイルス）に要注意！○
　感染性胃腸炎は、細菌やウイルス等の感染性病原体による嘔吐、下痢
を主症状とした感染症の総称です。
　特にノロウイルスは秋から冬にかけて流行し、激しい嘔吐と下痢を
引き起こします。
ノロウイルスの特徴
1「食品から人」だけでなく「人から人」に感染
　ウイルスが付着した食べ物を十分加熱せずに食べることで起こりま
す。また、患者のウイルスが付着したドアノブや手すりに触れたり、嘔吐
などで空中に浮遊したウイルスを吸いこむことにより感染が広がり、
家族内感染や施設等で集団感染を引き起こすことがあります。
2 非常に強い感染力　少量のウイルスでも感染します。
3 症状が消えた後も2週間程度、便からウイルスが排出される

～ノロウイルスに感染しないために以下のことに気をつけましょう！～
予防のポイント
☆ 食品対策：2枚貝の生食を避け、食品の中心部まで85度で1分以上加

熱しましょう。
☆ 手洗い：特に調理前後、トイレやおむつ交換時、せっけんを泡立て流

水で30秒以上洗いましょう。
☆ 衛生管理：調理器具やふきんは洗浄後、熱湯または0.02％塩素系漂

白剤（※1）で消毒しましょう。
☆ 汚物処理：十分な換気のもとでマスクと手袋を着用し、吐物をペーパ

ータオル等で拭きとり、ビニール袋に入れます。床は再度、0.1％塩
素系漂白剤（※2）で消毒しましょう。
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消毒液の作り方
（500mlのペットボトルと
キャップで簡単に作れます）

●問合せ先／区保健センター成人保健・医療担当（電話592-3477）

年末年始の市の業務案内○
　年末年始の間、市役所・区役所などの市の仕事の多くは休ませていた
だきます。窓口・作業の日程や休みを変更するところもありますので、
ご利用の際にはご注意ください。

※１
0．02％塩素系漂白剤
次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系
漂白剤（約5％）を250倍希釈

水500ml＋ペットボトルの
キャップに半分足らず位の原
液（2ml）

※2
0．1％塩素系漂白剤
次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系
漂白剤（約5％）を50倍希釈

水500ml＋ペットボトルの
キャップ2杯の原液（10ml）

区役所（保健センター・福祉事務所）（電話592-3050）
12月29日～1月3日休み
ただし、戸籍の届出については宿直にて受付可能
証明書発行コーナー

（市役所、地下鉄四条駅・竹田駅・山科駅・北大路駅、阪急桂駅、西院、向島）
12月29日～1月3日休み
市立病院 （電話311-5311）
12月29日～1月3日休み　※救急外来除く
京都市ＤＶ相談支援センター（電話87４-４971）
12月29日～1月3日休み
家庭動物相談所　12月29日～1月3日休み
中央斎場（電話561-４251）　1月1日・2日休み
深草墓園 ※納骨などの事務取扱（電話6４1-3559）
1月1日～3日休み（参拝は可）
東部土木事務所（電話591-0013）　12月29日～1月3日休み
撤去自転車等保管所　12月29日～1月3日休み

生活関連施設 （主要なものを掲載）

水 500ml
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市営駐車場・市営自転車等駐車場　無休
山科消防署（電話592-9755）
防火、防災、救急に関する相談、消防の相談（電話231-5000）
平常どおり受付
上下水道局山科営業所（電話592-3058　FAX501-17４6）
12月29日～1月3日休み　
ただし、修繕の申し込み、道路上の水漏れ、下水道の取付管の清掃について
の連絡は、電話またはFAXで受け付けています。納入通知書をお持ちの方は、
金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いお願いします

燃やすごみ　12月31日～1月3日休み
（12月29日は月・木曜地域を収集。12月30日は火・金曜地域を収集。1月5日
は月・木曜地域を収集。）
缶・びん・ペットボトル　12月29日～1月4日休み
プラスチック製容器包装　12月31日～1月3日休み

（12月29日は月・火・水曜地域を収集。12月30日は木・金曜地域を収集。）
小型金属類　12月29日～1月3日休み

（第１水曜地域は1月9日に収集）
大型ごみ（電話で受付）（電話0120-100-530、携帯からは電話0570-000-2４7）
12月29日～1月3日休み（年内収集の受付は12月23日まで）
持込ごみ（有料）（東部クリーンセンター電話572-8４11）
12月31日～1月3日休み
犬・猫などの死体（電話で受付）（電話0120-100-921、携帯からは電話0570-000-61４）
12月31日～1月3日休み
臨時し尿収集　12月31日～1月3日休み

（年内収集の申込み受付は12月28日まで）

ごみ ※詳細は12月中旬に配布する「お知らせビラ」又はＨＰでご確認を。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000016745.html

山科図書館（電話581-0503） 12月29日～1月4日休み
山科青少年活動センター（電話593-４911）
12月29日～1月3日休み
山科地域体育館（電話595-9705） 
12月28日～1月4日休み
東部文化会館（電話502-1012） 12月28日～1月4日休み
アスニー山科（電話593-1515） 12月29日～1月3日休み
東温水プール（電話571-3100） 12月28日～1月7日休み

文化・観光・スポーツ施設
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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/

市バス
12月29日～1月4日は休日ダイヤで運行。12月31日は初詣終夜バスを運行
地下鉄
12月29日～1月3日は土曜・休日ダイヤで運行。12月31日は終夜運行
市バス、地下鉄各案内所
交通局（地下鉄太秦天神川駅地上 SANSA右京１階）・コトチカ京都（地下
鉄京都駅地下街）・京都駅前・北大路・烏丸御池駅
定期券発売所　12月31日～1月3日休み
忘れ物　無休。
市バスは北大路案内所（電話493-0410）、
地下鉄は烏丸御池駅案内所（電話213-1650）、
当日分は市バス各営業所、地下鉄各駅へ

市バス・地下鉄

小児科・内科・眼科・耳鼻いんこう科
京都市急病診療所（ 中京区西ノ京栂尾町（府医師会館1階）電話35４-6021）
午前10時～午後5時、午後6時～10時（小児科は午前0時まで）
歯科
中央診療所（ 中京区西ノ京栂尾町・府歯科医師会口腔保健センター1階　電話

812-8４93）
南部診療所（ 伏見区今町・府歯科医師会伏見会館1階　電話622-3４18）
午前9時～午後4時（受付時間）

急病診療所 12月29日～1月4日の診療時間は下記のとおりです。
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申請・手続き

12月28日は、固定資産税・都市計画税第3期分の納期限です。
　納期限を過ぎますと、延滞金がかかることがありますのでご注意
ください。
　市税の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
問合せ先　課税内容：土地家屋…区固定資産税課（電話592-3164）
償却資産…市資産税課（電話213-5214）納付相談：土地家屋…区納税課

（電話592-3310）償却資産…市納税推進課（電話213-5468）口座振替：
市納税推進課（電話213-5466）
■特別障害者手当、障害児福祉手当、外国籍市民重度障害者特別給
付金について
　市では、重度障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要と
するなど、要件を満たす方に対して、次の手当を支給します。
1　特別障害者手当（20歳以上の在宅の方）月額26,260円
2　障害児福祉手当（20歳未満の在宅および入院中の方）月額14,280円
3　外国籍市民重度障害者特別給付金（給付要件を満たす市内在住の
外国籍の方）月額41,300円

（1～3いずれも年4回払）
　上記の支給を受けるには、申請が必要ですので、区支援課まで
お問合せください。ただし、所得制限等があります。
問合せ先　区支援課支援第二担当（電話592-3243）
■国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険からの
お知らせ
　国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金・介護保険の保険
料の納付額は、確定申告及び年末調整のときに、所得金額から控除
されます。
　平成24年中に、ご自身や生計を一にする配偶者その他の親族の方
の国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金（※）及び介護保
険の保険料を納付されると、その金額は所得税や住民税の社会保険
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料控除として所得金額から差し引くことができます（口座振替の場
合は振替口座の名義人の方が、特別徴収の場合は徴収されたご本人
が納付されたことになります）。納め忘れがないか、今一度ご確認く
ださい。
問合せ先　国民健康保険、後期高齢者医療制度に関すること/区保険
年金課資格担当（電話592-3105）、介護保険に関すること/区福祉介護
課介護保険担当（電話592-3290）。
※国民年金に関するお問合せは、年金事務所まで。
■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料の納付は口座振替が
便利です。
　口座振替をご利用になりますと、毎月納めに行く手間が省け、納
め忘れの心配もありません。
　お申し込みは、領収書または納入通知書など国民健康保険記号番
号（後期高齢者医療の場合は、被保険者番号と徴収番号）が分かる
もの、預金（貯金）通帳、届出の印鑑をお持ちのうえ、お取引のあ
る金融機関、郵便局または区保険年金課の窓口へお越しください。
※特別徴収（年金からの天引き）による納付の方で、口座振替への
変更をご希望の場合は、区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。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
「保険料を滞納していると・・・」
　保険料の負担の公平性を保つため、災害その他の特別の事情もな
く保険料を滞納している世帯に対しては、有効期限を短縮した保険
証の交付、資格証明書（一旦医療費の全額をお支払いいただきます）
の交付、財産の差し押さえを行います。保険料を納付することが困
難な事情がある場合は、すぐに保険年金課までご相談ください。
問合せ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）
■小児慢性特定疾患医療受診券の継続申請について
　現在、給付を受けている方の承認期限が平成25年3月31日の方のう
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ち、引き続き給付を希望される場合は、継続申請を区保健センター
で受け付けていますので、申請してください（平成25年2月6日まで）。
申請の際は、必要書類（申請書類及び税証明書類など）をお持ちく
ださい。
問合せ先　区保健センター母子・精神保健担当（電話592-3479）　

相談

■無料法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）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　1月10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）
■行政書士による市民困りごと無料相談
日時　1月15日（火）14:00～16:00。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（祝日の場合翌平日）と第2･4水曜日。
おたのしみ会　12月22日（土）11:00～。
工作・絵本の読み聞かせ　
よんでよんで赤ちゃんの会　1月7日（月）11:00～
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
テーマ図書の展示と貸出
1月　一般書「冬」／えほん「ちしき」
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絵の展示（幼児コーナー）
12・1月は南殿幼稚園児の作品。
■移動図書館「こじか号」巡回（電話801-４196）
12月26日（水）　
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小

募集

■山科青少年活動センター（電話593-４911、FAX593-４916）　　
地域若者サポーターが活動！
　地域若者サポーターが青少年と交流するために活動しています。
①将棋、卓球　②ロビーカフェ　日時　①1月5日（土）、19日（土）
18:30～20:00。②1月19日（土）15:00～17:00。場所　当センター。費
用　無料。問合せ先　電話、FAX。対象　市内在住または通学してい
る中学生～30歳の青少年。
■山科区社会福祉協議会（電話593-129４、FAX59４-029４）
あそびの広場　ボランティア大募集
　あそびの広場で、おもちつき、音楽会など障がいのある子どもたち
と一緒に遊んでくれるボランティアの方を募集しています。
日時　12月26日（水）9:30～16:00。場所　京都市立東総合支援学校。
申込方法・問合せ先　詳細は電話、FAX。

山科消防団出初式○
○日時／平成25年1月20日（日）
午前10時から正午まで
○場所／山科中央公園（雨天中止）
　新年恒例の山科消防団出初式を開催します。
　当日は、消防団員による分列行進訓練や、功績のあった消防団員に
対する表彰が行われます。
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　また、今回は山科消防団発足35周年を契機として結成されたラッパ
隊（山科消防団ラッパ隊。愛称「ＹＳラッパ隊」）が、その雄姿をご
披露いたします。
　山科区の防火・防災のリーダーとして、地域の安心・安全の守りに
つく山科消防団員の規律と決意にご声援ください。
年末防火運動
12月15日（土）～12月31日（月）
山科区、火災多発！
京都市内では、特に台所からの出火が増加しています。年末年始も火
の元には十分ご注意ください。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

第2４回市民スポーツフェスティバル○
山科区は総合第5位
　11月3日、西京極総合運動公園で
第24回市民スポーツフェスティバル
が開催され、山科区からはソフトバ
レーボールやグラウンド・ゴルフな
ど40チーム、約300人が出場しました。
成績（入賞以上）
小学生男女混合４00mリレー／6位：山階南
ソフトバレーボール／　優秀チーム：大塚、勧修、陵ヶ岡Ａ、
大宅Ａ、大宅Ｂ、百々Ｂ
ペタンク／優秀チーム：鏡山Ｂ、山階、音羽
グラウンド・ゴルフ／7位：大宅
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第22回山科区民ニュースポーツ祭○
　11月11日、第22回山科区民ニュースポー
ツ祭が開催されました。
ソフトバレーボール
優勝：大塚Ｂ  準優勝：山階南Ｂ　
3位：鏡山Ｂ、山階Ａ 優秀賞：小野Ａ
グラウンド・ゴルフ（団体戦）
優勝：大宅  準優勝：勧修  3位：鏡山
（個人戦）優勝：赤井 茂雄さん（鏡山）
準優勝：濱中 利明さん（勧修）
3位：木村 義雄さん（鏡山）
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

勧修寺菊花展表彰○
　勧修寺菊花愛好会の方による菊花展が10月19日から11月14日まで勧
修寺で行われ、表彰されました。
主な入賞者は次の方です。
大本山勧修寺宮門跡賞　
岩下 友行さん
京都市長賞　 
小林 四代嗣さん
山科区長賞　 
森川 八洲男さん
勧修寺菊花愛好会会長賞　
南 敬二さん
京都新聞社賞　 
林 忠司さん
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「山科区フリースペース」が始まります!○
　子どもから高齢者まで、障害のある方も
どなたでも、みんなが気軽に集えるフリー
スペース。山科区地域福祉推進委員会では、
安心安全の福祉のまちづくりの一環として
区民の皆さんと協働で“誰もがゆっくりほ
っこりできる居場所”づくりを進めています。ちょっとした休憩に、
ちょっとした愚痴こぼしに、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。
お菓子とお飲物を用意して（実費程度の有料）お待ちしています。
●問合せ先／山科区社会福祉協議会（電話593-1294）、区支援課支援第
一担当（電話592-3247）

山科区民ごみ減量エコバスツアーの参加者を募集
ごみの行方を探検しよう!○

　私たちの生活と切っても切り離せないごみ。
暮らしに身近なごみ問題を見つめ直し、ごみ出
しマナーやごみ減量に取り組むきっかけとして、ごみ処理施設の見学会
を開催します。
●日時／平成25年2月13日（水）午前9時～午後12時30分
●集合／山科区役所前
●見学先／北部クリーンセンター、北部資源リサイクルセンター
●参加費／無料
●対象／山科区在住の小学生以上の方（小学生は保護者同伴に限る）
●定員／30名（先着順）
●申込方法／京都いつでもコール（電話661-3755）へ。12月15日（土）から受付
●問合せ／山科エコまちステーション（電話366-0184）

12月（3日～21日までの間）
日時 場所

月曜日 午前10時～午後5時 山科醍醐こどものひろば
水曜日 午前10時～午後4時 山科総合福祉会館
金曜日 午後1時～午後5時 笑顔とふれあいの家みささぎ
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みんなで「第2期山科区基本計画」に取り組もう！
第1４回　連載　区民活動きずなリレー○

～山科は知れば知るほどおもしろい～
「ふるさとの会」の取り組み
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　区民の皆さんと作った「第2期山科区基本計画」が昨年4月にスター
ト！このコーナーでは計画に関する区民活動を、ご紹介します。
　今回ご紹介するのは計画の5つの基本施策のうち「地域のつながりを
強める」に関連して「ふるさとの良さをいかしたまちづくりを進める会」

（略称「ふるさとの会」）です。
　「ふるさとの会」は山科に住んでいる人が山科の自然・歴史・伝統・
文化をより深く知る中から、地域への愛着を育み、まちづくりにいかそ
うという趣旨で2007年に結成されました。当初30名あまりの会員が現在
では約140名となり、山科の全地域から参加しています。
　活動の中心は、街道筋を中心に歩き地域
を知る「ふるさと歴史ウォーク」、神主さん
やご住職など地域の歴史をよく知る方のお
話を聞く「ふるさと講演会」、会員が調べた
内容を地域のイベントなどで展示する「パ
ネル展示」です。他にも会員が有志で活動
する部会が8つもあります。
　古文書部会では、近世史の専門家でもある会の代表の中山さんを先生
として、江戸時代の資料を使い読み方を学習しています。地元の昔のこ
とがわかるのでとても興味深く、まだまだ埋もれている山科の古文書を
探したいそうです。
　地蔵調査部会では山科に13ある学区ごとにお地蔵さんをくまなく調査
し、今月で2巡目が終わるとのこと。区役所のきずな支援事業の助成も
受け、来年には資料を完成させるそうです。参加する野原さんは「山科
で生まれ育った子どもたちにとっては山科がふるさとなので、できるだ
け多くを伝えたい。」という思いがあるそうです。

大塚「大名岩」を訪ねて
（18名参加）
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　他にも地域に眠る山科の昔の映像を発掘して上映会をしたり、野鳥や
植物の観賞会をしたりと幅広い活動があります。会員それぞれが自分の
好きな事に取り組みつつ、お互いのつながりを深め、調べたことを地域
に還元してまちづくりにいかしていきたいそうです。
　事務局長の浅井さんは「小中学校やPTAから地域や山科のことを学び
たいという依頼が増えてきて、とてもうれしい。」と語ります。現在は
音羽小学校の郷土資料室開設に向けて、音羽学区や山科の歴史や農業に
ついての展示に協力し、来年2月にはお披露目の予定だそうです。
　楽しみながらつながりが深まり、山科への愛着も高まる。皆さんもご
参加いかがですか！？
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）


