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山科区の推計人口○
総人口／135,157人
男性／64,217人
女性／70,940人
世帯数／58,981世帯

交通事故／33件（+14）
死者／1人（+1）
負傷者／37人（+13）
火災／1件（±0）
救急／309件（+5）

やましな栄誉賞.特別大賞○
　やましな栄誉賞選考委員会では、第12
回となる今回、昨シーズン4勝し、関西出身
の選手として初の賞金女王となられた
森田理香子さん（プロゴルファー）に

「やましな栄誉賞 特別大賞」を贈呈します。
　森田さんは、平成22年度に第9回「やま
しな栄誉賞」を受賞、その後も優秀な成
績を収められ、とりわけ昨シーズンは、
開幕戦で優勝後、5戦連続トップ10入り
するなど着実に実力を高めてこられました。
　同委員会では、森田さんの目覚ましい
活躍を功績が高く評価し、その栄誉を称え
新たに創設した「やましな栄誉賞 特別大賞」
を贈呈することとしました。
　森田さんには、賞状のほか記念のオブ
ジェが贈呈されます。

平成26年1月1日現在
（推計人口）

平成26年1月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比

｝
｝

「平成25年ダイキンオーキッド
レディスゴルフトーナメント優勝時」

プロゴルファー 森
も り た

田 理
り か こ

香子さん
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※ やましな栄誉賞とは、スポーツ、文化および産業の各分野において活
躍され、全国的に「山科区」をアピールすることに功績のあった方を
山科区民の総意として表彰するものです。
表彰式
日時　平成26年2月23日（日）午前10時50分から
場所　東部文化会館ホール（椥辻西浦町）
※区民ふれあい文化祭「区民芸能フェア」の冒頭で実施
略歴
山科区内で生まれ育ち、8歳からゴルフを始める
 平成18年　世界女子アマで初出場ながら個人戦2位入賞
平成19年　関西女子アマ　優勝
平成20年　日本女子アマ　2位　プロに転向
 平成22年　樋口久子IDC大塚家具レディース　優勝 
　　　　　第9回「やましな栄誉賞」受賞
 平成24年　ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント優勝
 平成25年　ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントなどシーズン４勝、
　　　　　プロ6年目で初の賞金女王（関西出身選手として初）

やましな栄誉賞.特別大賞記念オブジェ
　女性のフォルムをベースにし、下の丸はゴルフボールを、
上の大きな丸はグリーンをイメージし、中央に穴を開け
ます。
　フェアウェイの部分は「ビクトリー」のＶを形どっています。
　下部は、森田さんにちなんで森を描き、側面は稔りの
あるシーズンを祈願して田んぼの稔りである稲穂を描きます。
制作：京都伝産仏具工芸協同組合

（イメージ図）
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　やましな栄誉賞 特別大賞御受賞おめでとうございます。
　2年連続賞金女王を目指して頑張ってください。
　市民の皆さんとともに応援しています。
京都市長　門川大作

●問合せ先／やましな栄誉賞委員会事務局　区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

ふれあい“やましな”２０１４

区民ふれあい文化祭を開催○
2月２３日（日）入場無料
場所／東部文化会館（椥辻西浦町）
　文化芸術に関わる区民の皆さんの、
日ごろの活動の成果を発表していた
だく場として、「区民ふれあい文化祭」
を開催します。
区民ギャラリー
●時間／午前10時～午後5時ごろ
　区民の皆さんの絵画・書道・写真・リサイクルアートを展示します。
　心のこもった力作です。どうぞご覧ください。
区民芸能フェア
●時間／午前10時30分～午後5時ごろ
　区民の皆さんが、ダンス・演奏・舞踊など様々な演目を披露します。
お茶席／1席２００円
●時間／午前10時～午後4時
　会場内にお茶席を設けます。（先着200名限定。なくなり次第終了）
●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（電話592-3088）
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入学・入社・転勤・・・引越しの季節に

日曜日にも区役所で転入・転出等の手続きができます○
【開所時間】.午前9時～午後0時　3月２３日、３０日、4月6日
【取扱業務】

窓　口 業　務

市民窓口課

住所異動 転入・転出・転居届など
戸籍届出 出生・死亡・婚姻届など
印鑑登録 印鑑登録・抹消など
証明書発行 住民票の写し、戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書など

※その他の窓口では業務は行っておりません。
※一部取り扱えない業務（税関係証明書の発行など）もあります。
※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
できないこともありますのであらかじめご了承ください。
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3065）
　　　　　　区市民窓口課（電話592-3094）

青年期健康診査

ワンコイン（￥５００）健診のお知らせ○
あなたも1年に1回健康チェック！

対　象 18歳から39歳の方（会社などで同じような健診を受診できる方は除く）
検査日、結果説明日（2週間後）ともに受診できる方

内　容 検　査　日：問診、身体・血圧測定、尿検査、血液検査、診察
結果説明日：健診結果説明、栄養指導

費　用 500円　
※費用免除制度あります。詳しくはお問い合わせください。

日　時 毎月第2・4金曜日　受付時間：午前9時～10時30分
場　所 山科保健センター　※予約制

※同時に、骨粗しょう症予防健康診査、胸部（結核）健診、歯科相談
も行っています。（骨粗しょう症予防健康診査のみ別途有料）
●予約・問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当

（電話592-3477）

、診察

※費用免除制度あります。詳しくはお問い合わせください。

ワンコイン
（￥500）で
健康チェック☆
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ふれあいファミリー食セミナー「春のお弁当クッキング」○
お花見にもぴったりな
お弁当をつくってみませんか？
●日時／3月26日（水）午前10時～午後0時30分
●場所／山科区役所　2階　栄養室
●内容／お弁当の講話、調理実習、試食
●対象／山科区にお住いの小学校4～6年生　※保護者が送迎できる方
●定員／15名＜先着順＞　●参加費／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル 
●申込み／3月3日（月）から電話または窓口にてお申込みください
●問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当（電話592-3477）

税務署職員を装った者からの不審な電話にご注意ください！○
　国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや
年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、
口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
※不審な電話があった場合には、即答を避け、①相手の所属部署、
②氏名、③電話番号を確認した上でいったん電話を切り、最寄りの
税務署にお問い合わせください。
●問合せ先／東山税務署総務課（電話561-1131）

「やましなY級グルメ創設プロジェクト」

～やましなＹ級グルメ2次募集の認定について～○
　このたび、「やましなＹ級グルメ（＝やましな
ならではの食）」の2次募集に御応募いただいた
23レシピのうち19レシピを「やましなＹ級グルメ
認定委員会」において、「やましなＹ級グルメ」
として認定しました！
　また、認定されたレシピのうち、試食を行った 認定委員会（試食時）の様子
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ものの中から、特に認定委員会でおすすめするものを“やましなＹ級
グルメ大賞”として決定しました！
　やましなＹ級グルメは、やましなＹ級グルメ創設プロジェクトの
ホームページなどでご紹介していきます。
おすすめレシピ（やましなY級グルメ大賞）
●蓮如そば（れんにょそば）
　北陸吉崎を拠点に布教後、山科本願寺を創建した蓮如上人の故事に
ちなんだレシピ。ねぎや大根おろしなどの薬味を北陸の自然に、そば
の実を仏様に、そばつゆを墨染めの衣の蓮如上人に例えている。
●こまちケーキ
　山科ゆかりの小野小町の有名な歌「花（梅）の色はうつりにけりな
いたずらに」の歌にちなんだ梅を使ったレシピ。恋多き女性であった
という小野小町から、大人の恋をイメージして『梅酒』を使用。
●やましなＹ級グルメ創設プロジェクト
　ホームページ（http://yamashina.wix.com/yamashinayqg）
　Facebook（http://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　電話592-3066）

京都刑務所を見学してみませんか○
　刑務所の運営について皆さまにご理解とご協力をいただくため、
見学会を行います。
●実施日時／3月11日（火）午後1時30分～3時ごろまでの間
●場所／京都刑務所（東野井ノ上町20）
●定員／40名　●費用／無料
●応募方法／官製ハガキに、見学希望と明記し、氏名（ふりがな）、職業、
住所、電話番号、年齢、性別を記載の上、京都刑務所（〒607-8144　
東野井ノ上町20）宛てに郵送してください。締め切りは、2月28日（金）

（消印有効）です。
　なお、応募者が18歳未満の際は、保護者の同伴がある場合に限ります。
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希望者が多数の場合は抽選とします。当選された方には、「参観許可証」
および参観時の注意事項を郵送します。
●問合せ先／京都刑務所（電話581-2171）

生活安全スポットニュース○
警察官・銀行協会職員を名乗る詐欺予兆電話が多発
今後、府内全域に拡大のおそれがあります
電話の内容：一例
警察官を名乗る男

「京都府警の○○です」（シモカワ、アオキなど）
「犯人があなた名義のキャッシュカードを持っていた」
「銀行協会の職員から電話がある」
銀行協会の職員を名乗る男

「銀行の人間が加担している」
「銀行では何も言わず預金を引き出して下さい」
→この後、再度、警察官を名乗る男から電話があり、自宅を訪問する
者に現金を渡すよう指示
だまされないで!!.これは詐欺です!!
このような電話があれば迷わずその場で１１０番！
●問合せ先／山科警察署（電話575-0110）

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」○
受付時間　午前8時～午後9時（年中無休）
電話（０７５）６６１-３７５５、FAX.（０７５）６６１-５８５５
電子メール（以下のホームページから）
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/
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申請・手続き

　2月２８日（金）は、固定資産税・都市計画税　第4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）

■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
○保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
・申込みに必要なもの
　国保記号番号（後期高齢者医療制度は被保険者番号と徴収番号）が
わかるもの（納入通知書、領収書等）、預（貯）金通帳、口座の届出印
・申込場所
　お取引のある金融機関、郵便局または保険年金課の窓口
※本人名義以外の口座から引き落とすこともできます。
※口座振替により引き落としされるのは、納付書でお支払いいただい
ている保険料のみです。特別徴収（年金からの引落し）による納付の
方で、口座振替への変更をご希望の場合は、口座振替の申込みと併せ
て保険年金課へ納付方法の変更をお申し出ください。
○国保の口座振替の手続にはペイジー口座振替受付サービスが便利です。
　ペイジー口座振替受付サービスとは、対象金融機関のキャッシュカ
ードがあれば、ハンコ（口座の届出印）がなくても、簡単に口座振
替の申込手続ができるサービスです。ぜひご利用ください。（ただし、
後期高齢者医療制度は対象外）
・対象金融機関
　京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、ゆうちょ銀行、滋賀
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銀行、三菱東京UFJ銀行 ※その他の金融機関は、これまでどおり、
金融機関の窓口での申込み手続が必要です。
・申込みに必要なもの
　キャッシュカード、国保記号番号がわかるもの（納入通知書、領収
書等）
・申込場所
　区保険年金課。問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■児童扶養手当・特別児童扶養手当について
　児童扶養手当は、離婚などにより、父（または母）と生計を同じで
ない児童の母（または父）や、父（または母）に重度の障害のある児童
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）。
　対象となる児童は、18歳に到達する日以後最初の3月31日までの
児童（特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20
歳未満）。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41,140円、一部支給の場合9,710
～41,130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）
○特別児童扶養手当は、中程度以上の知的・精神・身体障害のある児
童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育て
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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。
　対象となる児童の年齢は、20歳未満。手当額（月額）については、
障害の程度に応じて対象児童1人につき1級は50,050円、2級は33,330円
です。
問合せ先　区支援課支援第二担当（電話592-3243）

相談

■無料法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15～15:45（受付終了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　3月13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　3月18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）
○おたのしみ会
日時　2月22日（土）11:00～
紙芝居　他
○よんでよんで赤ちゃんの会
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日時　3月3日（月）11:00～
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
○講演会〈山科を知ろう第2弾〉『山科本願寺』を語る
講師：伊東保泰氏
日時　3月6日（木）17:00～
○テーマ図書の展示と貸し出し
3月　一般書　「子ども」／えほん「はな」
○絵の展示（幼児コーナー）
2・3月は其枝幼稚園児の作品。
■移動図書館「こじか号」巡回（電話801-4196）
2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　山階南小学校
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小学校
2月２６日（水）　
10:00～10:40　場所　大塚小学校
11:00～11:40　場所　大宅小学校

募集

■山科中央老人福祉センター（電話５０１-０２４２、FAX５０１-０３４０）
○悠遊講座「自分らしい安新生活～老い支度～」
日時　3月29日（土）13:30～15:00。定員　24名。場所　当センター
会議室。対象　市内在住の60歳以上。申込方法　3月4日（火）～3月
17日（月）に来所またはFAXで。定員を超える場合は抽選。
○平成２５年度教養教室成果発表会
日時　作品展：2月24日（月）～3月1日（土）9:00～16:30、舞台発表：
3月19日（水）開演13:30～
　いずれも会場は当センター。年齢を問わずどなたでも来場いただ
くことができます。
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■山科青少年活動センター（電話５9３-４9１１、FAX５9３-４9１６）
○「若者が発信する２１世紀の山科まちづくり」開催！
　まちづくり活動に取り組んでいる若者グループの皆さんが、日頃
の活動内容や地域への想いを発表します。ぜひ来館ください。
日時　3月1日（土）10:00～12:30。費用　無料。場所　当センター。
申込方法　必要。電話、直接来館にて。対象　市民。

案内

■献血会
日時　3月17日（月）10:00～11:30と12:30～16:00。場所　山階南小学校。
日時　3月18日（火）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）

市農業委員会委員選挙人名簿の縦覧○
　1月1日現在で調製した京都市農業委員会委員（第3区選挙区）の
選挙人名簿を次のとおり縦覧に供します。
●期間／2月23日（日）～3月9日（日）
●時間／午前8時30分～午後5時
●場所／伏見区選挙管理委員会（伏見区役所内）
●問合せ先／市選挙管理委員会（電話241-9250）

「有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業」について○
　「有害・危険ごみ」や「資源物」を回収する「有害・危険ごみ等の
移動式拠点回収事業」の追加日程です。
　詳しくは、下記お問い合わせ先に配架していますチラシ、もしく
は京都市のHPをご覧ください。※雨天決行（ただし、当日警報発令
時は中止）
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●問合せ先／山科まち美化事務所（電話573-2457）　
山科エコまちステーション（電話366-0184）

～.山科区の今後のまちづくりについて考えてみませんか～

「山科区民まちづくり会議」区民公募委員の募集について○
　区では、山科ならではの地域力を活かしたまちづくりを
実現するため、「山科区民まちづくり会議」を開催しています。
同会議の委員として、議論に参加していただく方を、広く
区民の皆様から募集します。
●募集人数／2名程度　●任期／平成26年4月1日から平成
28年3月31日まで　●内容／会議を構成する各種団体の方と
ともに、第2期区基本計画の推進について議論　●報酬／なし
●応募資格／次の条件を全て満たす方（1）山科区内に在住または通
勤、通学（2）18歳以上（平成26年4月1日現在）（3）年2回程度、平
日に開催される会議に出席できる（4）国、地方公共団体の議員また
は常勤の公務員でない（5）本市の他の附属機関等に3つ以上、公募
委員として参画していない　●応募期間／平成26年3月7日（金）まで
●応募方法／区役所等で配布の応募用紙に次の項目を記載のうえ
提出してください。（応募書類は、返却しません。）（1）郵便番号（2）
住所（3）氏名（ふりがな）（4）性別（5）年齢（6）電話番号（7）
FAX番号（ある場合）（8）勤務先または学校名（9）応募理由（400
字程度）を明記。　●選考方法／応募書類を基に選考し、その結果
を通知します。
●応募・問合せ先／〒607-8511山科区役所地域力推進室総務・防災
担当（電話592-3066、FAX502-1639）
詳しくは区ホームページをご覧ください。

実施日時 場　所

3月16日（日）
10:00～12:00 六兵ヱ池公園
14:00～16:00 大宅小学校
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銀河隊が守ります！○
　山科区の各学区で月に1度、午後10時か
ら約1時間、銀河隊が見廻り活動を行っ
ています。
　銀河隊は、山科少年補導委員会が中心
となって、自治連、各種団体の皆さんに協力していただき、山科警察
署とともに学区内のコンビニや公園などを見廻り、子どもたちに話し
かけ、帰宅を促しています。
　子どもたちは、地域のおじさんやおばさんに話しかけられて、最初は
戸惑っている様子でしたが、素直に帰宅するようになってきています。
　銀河隊の活動は、子どもたちの安全・安心と地域の防犯・防火にも
役立っています。
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

【介護予防事業】

京都サンガＦ．Ｃ．健康アカデミー○ （参加無料）
サッカーボールを使って、楽しく身体を動かしましょう。
●日時／3月7日（金）午前10時半～午後0時（受付10時～）
●場所／醍醐地域体育館
●内容／サッカーボールを使っての健康体操など
●対象者・定員／原則として60歳以上で運動制限のない方100名（先着順）
●参加費／無料
●持ち物／運動できる服装・屋内用シューズ・タオル・飲料水
●申込み／3月3日（月）までに各地域包括支援センターまで電話申込み

学区 地域包括支援センター 電話番号
音羽・音羽川・大塚 音羽 595-8139
安朱・山階・西野 山階 583-5833
山階南・百々・勧修 勧修 595-7736
大宅・小野 大宅 572-6660
陵ヶ岡・鏡山 日ノ岡 595-5575
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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２２回　連載　区民活動きずなリレー
～盛り上がっています山科の“おやじの会”～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　「我が子の父から地域のおやじへ」を合言葉に、お父さんが積極的に
子育てや地域活動に参加することを目的とした「おやじの会」。山科には
13の小学校区全てにおやじの会が設立され、それぞれの小学校での活動
はもちろんですが、「ヘンテコ運動会」という合同企画には8校から参加
するなど、山科ぐるみで盛り上がっています。
　お話しを伺ったのは山科おやじの会連絡
会の会長の中本さん。「運動会の開催のきっ
かけは京都おやじの会の交流会に参加した
後の飲み会。初対面のメンバーもいました
が、同じ山科のおやじの会ということで『山
科でなんかやろうや』と意気投合しました。」
　早速、各おやじの会からメンバーが集まり、おやじならではの発想で
内容を考えたそうです。「騎馬戦と玉入れを組み合わせるなど、ちょっと
変わった競技で子どもと大人が一緒に楽しめるように工夫しています。
昨年で4回目となり、400人近くが参加しました。」
　大人気のヘンテコ運動会ですが、会場の都合で人数の制限があるので、
もっと多くの親子が楽しめるイベントとして昨年は「山科おやじフェス
タ」も開催しました。区役所前の広場を会場に、ステージ、遊びのブース、
模擬店ブースなど、親子連れから小学生まで幅広く楽しめるイベントに
なり、1,200人もの参加者でにぎわいました。
　中本さんは「お祭りや心に残るイベント
を子どもたちに楽しんでもらい、山科を帰
りたいと思えるふるさとにしてあげたい。」
と語ります。同時に「会う機会のなかった
他の地域のおやじと知り合うことができた
おかげで、仕事でも関わりができるなど、

ヘンテコ運動会

山科おやじフェスタ　
けん玉大会
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つながりの力を実感しています。」とのことで、取組がおやじ自身の仕事
にも活かされているようです。
　子どもの、そしておやじの“絆”。山科の地域のおやじが元気です！
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

平成２５年度.　山科“きずな”支援事業○
第2次採択事業一覧
　平成25年度の「山科“きずな”支援事業」第2次募集において、採択
された7件の事業を紹介します！

事業名 大学・団体名 事業概要

1
将棋を通じて子育て
支援と三世代交流
支援事業

日本将棋連盟
京都山科支部

児童館、小学校、自治連合会などと連
携をとり、子供達を対象に日本将棋連
盟公認資格を持つ将棋普及指導員
による将棋講座を開催する。また、高
齢者の生きがいづくりの支援として、
初めての将棋教室を開催する。

2 地域交流を深める
お話上映会の開催

勧修学区社会
福祉協議会　
読み聞かせ　
おはなし広場くすくす

子供から高齢者まで多くの方 を々対象
に同じ場所で絵本や紙芝居をプロジェ
クタを利用した読み聞かせ等を行い、
相互の交流を深める機会と場を提供
する。

3 小金塚地域危険
箇所パトロール事業 小金塚自治連合会

周辺部に急傾斜地が多く、土砂災害
や倒木に伴う家屋等への被害が懸念
される小金塚地域において、被害を
未然に防ぐためのパトロールや倒木
の危険のある樹木の伐採を行う。

団体：3団体
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●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

事業名 大学・団体名 事業概要

1 いきいきサロン 勧修学区民生
児童委員協議会

勧修小学校で、高齢者を対象にしたサロ
ンを毎月開催し、季節に応じたレクリエー
ションや作品作り等を行い、高齢者の生
きがいづくりと相互交流を実施する。

2

障害者福祉・
地域福祉に関する
情報紙「ヴァリアス・
タイムス」の発行

ヴァリアス・
コネクションズ

山科区における「アート」「障害者福祉」
「地域福祉」をキーワードにした活動を掲
載した情報誌を発行し、障害者福祉の認
知度向上、ノーマライゼイション社会の実
現、地域ネットワークの再構築を図る。

3

『音羽小学校
ふるさとルーム　
ミニ講演会』

（第1年次）

音羽小学校学校
運営協議会

音羽小学校に設置された地域教育資料
室「ふるさとルーム」を活用して、保護者
および地域住民を対象としたミニ講演会
を月１回実施し、郷土史への理解を図る
と共にふるさとルームを地域住民の学習
の場として活用するきっかけにしていく。

小規模事業：3団体

事業名 大学・団体名 事業概要

1

山科
スポーツ
障害対策
project

京都橘大学
スポーツ
リハビリテー
ションサークル

山科区内の運動部に所属している中学生を対象と
して、腰痛予防のための体幹トレーニングを指導す
る。各中学校を訪問して指導し、後日、改めて、指導
後の成果の効果判定を行う。この体験を通して、運
動している中学生に障害予防に対する自己管理の
意識を高めてもらうことにつなげる。

大学等：1団体


