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賞の種類 レシピ名 賞　品
やましなＹ級グルメ
大賞（１レシピ） もてなすくんグラタン 清水焼の器

やましなＹ級グルメ　
藤山直美賞（１レシピ） 山科なすびの『万願寺』田楽 ホテルブライトンシティ

京都山科　食事券
やましなＹ級グルメ　
小野小町賞（１レシピ）

簡単！山科なすも入ってる！！
京都満喫ライスバーガー

京山科の里かなだやの
「京おかき詰合せ」

やましなＹ級グルメ　
もてなす賞（３レシピ）

・ホット　ナス　ドッグ
・チュルっとナス
・たっぷり葱でいただく焼き茄子

山科産野菜の詰合せ

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■固定資産税の非課税に係る申告について
　固定資産税は、土地や家屋を課

税の対象とし、その所有者の方に

対して毎年課税されるものですが、

一定の要件を満たして公共の用に

供している道路などについては、

非課税となります。道路や道路を

含む土地を所有されている方は、

非課税申告書を資産の所在する区

役所・支所に提出してください。

※主な要件
１　土地の全体または一部が道

路構造物等（側溝等）により明確

となっている幅員1.5メートル以

上の道路である。

２　道路利用に関し何の制約も設け

ず、現に一般交通の用に供している。

３　道路の両端が非課税の道路

に接している場合、または一端の

みが非課税の道路に接している

場合であっても当該道路に接す

る家屋が２軒以上存在する場合。

区固定資産税課（☎592-3164）

■平成25年分年末調整（給与支払
報告書等作成）説明会
　年末調整や給与支払報告書（源泉

徴収票）などの住民税や所得税の法

定調書の作成と提出の方法について

説明会を行います。

11月21日（木）13:30～15:30。 東

部文化会館。 東山税務署（☎561-

1131）、市法人税務課特別徴収担当

（☎213-5246）

■歳末特別生活相談・特別生活資金貸付
　疾病、不測の事故などのため、一時

的に年越しの生活にお困りの世帯に

対して生活相談を行い、必要と認め

られる世帯に、歳末特別生活資金の

貸し付けを行います。

○一人当たり３万円を目安に、１世

帯15万円までお貸しします。

○担保、保証人は不要で無利子です。

○償還は、１箇月以上３箇月以内の据

置期間を含めて２年以内を原則とし

て均等月賦で返済していただきます。

貸し付けできない世帯
○ボーナスなどの臨時収入がある、

または他の共済制度などにより貸し

付けを受けることができる世帯

○生活保護を受けている世帯

○「中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律」に規定する支援給付を

受けている世帯　

○以前に夏季または歳末でこの資金

の貸し付けを受け、償還が完了してい

ない世帯（相談の時点で80％以上を

償還しており、かつ、貸付日までに未

償還額を全額返済された世帯は除く）

○償還能力に欠けると認められる世帯

○市暴力団排除条例に規定する暴力団

員等及び暴力団密接関係者の属する世帯

ラザ（☎583-4003）。 市保健医療課

（☎222-3419）。

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■山科区社会福祉協議会
（☎593-1294、FAX594-0294）
あそびの広場　ボランティア大募集
　障害のある子どもさんと保護者

が、学校の長期休みを利用して色々

な人と出会い、楽しく遊ぶことを目

的として開催しています。そのあそ

びの広場で、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。

○あそびの広場　 12月25日（水）

９:30～16:00。内容／おもちつき、

音楽会等。 市立東総合支援学校。

・ 詳細は電話、FAX。

○ボランティア募集締切12月13日

（金）。 電話、FAX。

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■献血
11月20日（水）。 小野小学校。

11月26日（火）。 百々自治会館

（百々小学校）。 12月12日（木）。

スーパーフレスコ山科店変形交差点

角。※いずれも時間10:00～11:30と

12:30～16:00。 区保健センター 

管理担当（☎592-3474）

・赤ちゃん絵本の読み聞かせ

○テーマ図書の展示と貸し出し
12月　一般書　「人権」「赤穂」

    　えほん　「クリスマス」

○絵の展示（幼児コーナー）
12月、１月はいずみ幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
11月25日（月）　
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

11月27日（水）　
10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

12月16日（月）　
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

■筋トレ教室の拠点を拡大します
　高齢者を対象に①施設での筋トレ

教室②地域の運動スペースで行う出

張筋トレ教室を実施します。 ①ラ

クトスポーツプラザ②申込者が確保

（要相談）。 65歳以上の方。内容／

①月曜日コース・金曜日コース、全

４回、各16～17時②地域の身近な場

所で１回のみ、１時間程度。 ①各

20名②５名以上。 ①各コース2,000

円②無料。 ①②ラクトスポーツプ

相談/12月９日（月）～13日（金）

９:00～11:30、13:00～15:00。貸付

/12月25日（水）。 区大会議室。 印

鑑、健康保険証（世帯員全員分）など

住所・家族構成が明確になるもの。

区福祉介護課福祉担当（☎592-3214）

■京都市国民健康保険からのお知ら
せー新しい保険証は届きましたかー
　現在、新しい保険証（一人１枚の

カード様式）を簡易書留郵便などで

お届けしています。

　配達時にご不在の場合は、郵便局

の保管期間内に再配達を依頼される

か郵便局窓口でお受け取りください。

　保管期間を経過した後は、区保険

年金課の窓口でお渡しします（本人確

認のできるものをお持ちください）。

　なお、旧の保険証（オレンジ色）は、

12月１日から使用できません。この

日以降に新しい保険証を提示せずに

受診された場合、いったん医療費全

額をお支払いいただくことになりま

すのでご注意ください。 区保険年

金課資格担当（☎592-3105）

■後期高齢者医療制度からのお知らせ
ー高額療養費の支給申請はお済みですか？ー
　医療機関などに支払った一部負担

金が自己負担限度額を超えた場合、

その超えた額が高額療養費として支

給されます。該当される方には「高

額療養費支給申請について（お知ら

せ）」をお送りしています。

　支給に際しては、初回のみ申請が

必要となりますので、お知らせが届

いた方は、下記の書類をお持ちのう

え、お早めに申請してください。

①「高額療養費支給申請について（お

知らせ）」、②保険証、③印鑑、④預

（貯）金通帳、⑤委任状（代理人の方が

来られる場合）。 区保険年金課保

険給付・年金担当（☎592-3109）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■無料法律相談
毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15

～15:45（受付終了15:15）。 区第２

会議室。 15名。 当日８:30から整

理券配布。先着順。 区まちづくり推

進担当（☎592-3088）

■無料行政相談
12月12日（木）13:30～16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進担

当（☎592-3088）

■行政書士による市民困りごと無料相談
12月17日（火）14:00～16:00。 区

第２会議室。 京都府行政書士会第

６支部事務局（☎583-3230）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■山科図書館（☎581-0503）
○おたのしみ会
11月23日（土）11:00～。

・大型紙芝居他

○よんでよんで赤ちゃんの会
12月２日（月）11:00～。
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市では地域団体とNPO法人が連携した活動に、市民の皆様から募った寄附

と、さらに市が同額を助成するプログラムを（公財）京都地域創造基金と協働

して実施しています。

山科区では、次の事業が採択され、活動の財源となる寄附を募集していま

す。皆様からの応援をお待ちしております。

このたび、「やましなＹ級グルメ（＝やましなならではの食）」の１次募集に御

応募いただいたレシピについて、山科区出身の女優藤山直美さん、ミス小野小町

をメンバーとする「やましなＹ級グルメ認定委員会」で、「やましなＹ級グルメ」

を認定するとともに、認定委員会おすすめレシピを決定しました。

暑かった夏が過ぎ食欲が増す秋を迎えました！

旬野菜を使用したレシピ、我が家の自慢の一品、スイーツ等なんでもかまい

ません。詳しい応募方法等は区ホームページをご覧ください。

区ホームページ
（http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000157448.html）
Facebook
（https://www.facebook.com/YQGproject）
●問合せ先／やましなＹ級グルメ実行委員会事務局

（区総務・防災担当☎592-3066）

『地域団体とNPO法人の連携促進事業』助成プログラム
採択事業への寄附を募集中！

団体名 事業内容

【地域団体】
・山階学区
　自治連合会

【NPO法人】
・山科醍醐
　こどもの
 ひろば

【地域団体】
・山科地域
　防犯推進
　委員協議会
　大宅支部

【NPO法人】
・発起塾

自治記念日の10月15日、京都市自

治記念式典が京都コンサートホー

ルで開催されました。

明治31年10月15日、市民自らの手

により市長を選任し、市役所を開庁

して今年で115年。京都市の人口は

28万人から147万人となり、まちの

活気は飛躍的に高まりました。

式典では、地域主権時代の新しい

自治モデルの礎を築いていくため

の活動に尽力、貢献された方々や団

体に対し、門川市長から表彰状、感

謝状が贈られました。

●問合せ先／区まちづくり推進担
当（☎592-3088）

京都市自治記念式典
区内54名・22団体に
表彰・感謝状が贈られました

「出し方がわからない」などといった理由から捨てられないままになりが

ちな石油類や薬品などの「有害・危険ごみ」や、使用済みてんぷら油をはじめ、

リユースびん、紙パックなどの「資源物」について、できるだけ身近な場所で

回収するため、日ごとに場所を変えて回収する「有害・危険ごみ等の移動式拠

点回収事業」を実施します。

回収品目等の詳しい内容については、エコまちステーション、まち美化事

務所に配架していますチラシ、または市のホームページ「京都市情報館」の

「暮らしの情報」、「ごみリサイクル」の項目内にあるページをご覧ください。

「有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業」を実施します

●問合せ先／山科まち美化事務所（☎573-2457） 
　　　　　　山科エコまちステーション（☎366-0184）

日　程 時　間 場　所

11月30日（土）
10時～12時 本願寺山科別院大型バス駐車場
14時～16時 山科まち美化事務所

ノロウイルスによる感染症・食中

毒は、毎年、全国的に発生していま

す。特に、冬の時期（ 11月～３月）に

多く発生しています。

★ノロウイルスによる感染症・食中毒予防
○ 調理作業前の手洗いを徹底しま

しょう。

○ 食品は十分加熱（中心温度85℃１

分間以上）しましょう。

○ まな板や包丁等の調理器具は、次

亜塩素酸ナトリウムや熱湯で消

毒する等、調理時の衛生管理を徹

底しましょう。

○ 特に調理に従事される方は、普段

から感染しないように食べ物や家

族の健康状態に注意しましょう。

●問合せ先／区保健センター食品
衛生担当（☎592-3489）　

ノロウイルスによる感染症・食中毒に注意しましょう！

区民の交流を深め、地域文化の

振興を図る区民ふれあい文化祭で

は、「区民芸能フェア」に出演され

る団体を募集します。皆さんの日

ごろの文化・芸術に関わる活動の

成果を発表してみませんか。ご応

募をお待ちしています。

●出演日時／平成26年２月23日（日）午
前11時30分ごろ～午後４時30分ごろ（リ

ハーサルは、２月22日（土）午後１時～）

●場所／東部文化会館ホール
●申込資格／区民または区内に通
勤・通学されている方

●募集団体数／６団体　※申込多

数の場合は、実行委員会において

出演団体を決定します。

●申込方法／区まちづくり推進担当で
配布の申込書でお申し込みください。

●申込期間／平成25年11月15日（金）
～12月５日（木）

●申込先・問合せ先／ふれあい“や
ましな”実行委員会事務局：区ま

ちづくり推進担当（☎592-3088）

「区民芸能フェア」出演者募集ふれあい“やましな”2014
区民ふれあい文化祭

毎年実施しています『山科の魅力探訪』では、「大好き！やましな魅力発信プラットフォー

ム」に参加されている団体のご協力を得て、コース設定、当日の参加者配布資料の作成をし

ています。このたび今年度の『山科の魅力探訪』の参加者配布資料を区役所のホームペー

ジに掲載しました。山科の魅力がたっぷり盛り込まれていますので、区民の皆さまの財産

としてご覧ください。これで、あなたも山科の語り部になれますよ！

●問合せ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

あなたも「山科の語り部」に !!

　暖房器具からの火災は、使い始めるこの季節に多く発生しています。押し入れ

から出したストーブは使う前に点検や清掃をし、置き場所にも気をつけましょう。

●問合せ先／山科消防署（☎592-9755）

ストーブの周りは
大丈夫？

火災多発の
季節。

火の用心を
お願いします。

●ストーブの周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。
●壁やカーテン等とは十分な距離をとりましょう。
●外出や就寝前には、必ず火を消しましょう。
●近くにスプレー缶等を置かないようにしましょう。
●火をつけたままで給油をしないようにしましょう。

11月12日から、ドメスティック・バイオレンスなど女

性に対する暴力について考えるパネルを展示しています。

●問合せ先／市男女共同参画推進課（☎222-3091）

区役所ロビーで
パネル展示　
11月25日まで

女性に対する暴力をなくす運動　11月12日～25日

　戦没者遺族の年金等に関する相談に応じ、必要な助言等を行う戦没者遺族

相談員は、戦没者遺族の福祉の増進を図るため、厚生労働大臣から委託を受

け、各市町村に設置されています。相談に当たっては、個人情報を厳守します

ので、ご相談ください。

　なお、現在委託を受けている方の任期は、平成27年９月30日までです。

相談員：廣田 正子氏　電話番号：571-1783

●問合せ先／区福祉介護課（☎592-3214）

戦没者遺族相談員について

～やましなＹ級グルメの認定及び２次募集の実施について～

先着
10名に
記念品
プレゼント

※詳細は、寄附募集の専用ホームページに掲載しています。

　 京都地域創造基金 
●問合せ先／市地域自治推進室　市民活動支援担当（☎222-4072）

２次募集を実施します！

やましなY級グルメを認定しました！

東部文化会館「ナイス・ミート＠エコム2013」
～アウトリーチ登録団体を紹介！～

東部文化会館のアウトリーチ協力団体（演奏家の方々）の実際の演奏等を

福祉・医療・教育・商業施設や自治会など催物の開催を検討されている団体の

皆様にご紹介します。実際の演奏等をご覧いただき、催物の開催の際には、ぜ

ひご活用ください。 ※エコムは東部文化会館の愛称です。

●日時／12月７日（土）午後２時～午後４時30分頃　●場所／東部文化会館　創造活動室
●定員／100名（先着順）　 ●入場料／無料　
●申込み等／12月７日（土）午前中までに下記「問合せ先」に、参加団体及び参
加人数をお知らせください。

●問合せ先／東部文化会館（☎502-1012）

　山階学区における各種地域イベントにおいて、企画段階から地域イベ
ントに参加できるサポート体制をつくり、子育て中の親子と地域をつな
ぐ機会を創出し、多世代間の交流を図
ります。具体的には、「こどもフェスタ」
等の地域イベントにおいて、これまで
参加が少なかった若い世代にも積極的
に参加を呼びかけ、世代を超えた地域
活動への参加を促進し、地域の活性化
を図ります。

地域イベントを活用した地域団体・住民とNPOの出会いの場づくり

振り込め詐欺撲滅ミュージカルの上演
　昨今、高齢者を狙った「振り込め詐欺」の手口が巧妙化し、被害も年々
増加する中、高齢化が進む大宅学区においては、これまでから防犯意識
の向上に向けた取組を進めてきました。
　本事業では、50歳以上のミュージカ
ル集団である発起塾が、振り込め詐欺
に関するタイムリーな手口をミュージ
カル仕立てのわかりやすい演劇にして
学区住民に紹介することで、地域の防
犯意識の向上を図ります。


