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山科区の推計人口
総人口／134,710人
　男性／63,945人
　女性／70,765人
世帯数／59,220世帯

山科区エコアクション　No. １宣言
2014環境イベント
「エコを学び  エコで遊び」◯

　区では、市内で最も環境に配慮した行政区を目指す「山科区エコアク
ションNo.１宣言」事業を実施します。一人ひとりが環境について考え、
できることから行動する“エコアクション”を起こせるよう、山科区自
治連合会連絡協議会と市民ぐるみ運動山科区推進本部により開催され
るイベントです。

●日時／平成26年９月13日（土）午前10時～午後３時
●場所／山科区役所　地下鉄東西線椥辻駅１番出口からすぐ
※小さなお子さんは、保護者の方と一緒にお越しください。

地産地消のススメ！
「旬野菜」、「地産地消」の紹介
山科区の旬野菜はおいしくて、環境にもやさしい！
地元野菜の販売／午前10時～、午後１時～
（売切れの際は、ご容赦ください）

おもちゃをリユース
かえっこバザール
いらなくなったおもちゃを交換するお金のいらないバザールです。

平成26年７月１日現在
（推計人口）
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楽しみながらエコを学ぼう
エコゲーム、エコクイズ、ミスト体験コーナー等

「みんなのエコアクション！山科」募集
　地球温暖化対策や2R（ごみの発生抑制、再使用）
に関する、ご家庭、地域、会社等での個性的な取組
や工夫のアイデアを募集します。
　応募用紙は、問い合わせ先で配布します。また、９月13日の環境
イベント会場でも配布します。
●応募期間／平成26年８月15日（金）～12月12日（金）
●問い合わせ先／市民ぐるみ運動山科区推進本部事務局
　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

同時開催「山科おやじフェスタ」
楽しいステージや工作体験、模擬店コーナーもあるよ！
（主催：山科おやじの会連絡会）

魅力いっぱいの“やましな”を味わいませんか。
“やましな”を味わう日。◯

日時　９月６日（土）

午前10時～午後０時30分

山科に関心を持つ人が出会い、つながることができる「場」

　「山科のために何かしたい」、「山科で何かしたい」、「山科のことをもっ
と知りたい」アナタ!!　山科のまちづくりについて、一緒に話し合いま
せんか？
●費用／300円（茶菓子代）
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●会場／区役所２階大会議室
●�申し込み方法／９月３日（水）までに、区役
所ホームページの申し込みフォームまたは、
申し込み先に、①氏名（ふりがな）、②年齢、
③住所、④電話番号、⑤Eメールアドレス、
⑥FAX（お持ちの方）、⑦「やましなGOGO
カフェ」で話してみたいことを添えてお申し
込みください。

午後２時～午後３時30分

京都橘大学と区役所の共催による、山科の歴史、文化、
産業等を学ぶ「講座」

◆３限目：山科と食
　古くから京の台所として、食と農業という点で非常に古い歴史を持つ
山科と食をテーマに、山科ナスやブドウ栽培等、菓子メーカーなどにつ
いて考え、地域への理解を深めます。（講座の時間内で、地域の拠点施
設を訪問します。移動はバス等を予定しています。）
●講師／木下達文氏（京都橘大学現代ビジネス学部教授）
●費用／茶菓子代（実費相当）
●集合場所／区役所前広場※当初の集合場所から変更になっています。
●訪問先／はいから園、京菓子司芳治軒
● 申し込み方法／８月29日（金）までに、区役所ホームページの申し込
みフォームまたは、申し込み先に、①受講を希望する講座、②氏名（ふ
りがな）、③性別、④年齢、⑤住所、⑥電話番号、⑦メールアドレス（お
持ちの方）を添えてお申し込みください。

飛び入り参加も
大歓迎!!

託児あり（無料）。ご希望の方は、
９月３日（水）までにご連絡ください。

山科カレッジ 山科をまなぶ
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◆次回のお知らせ◆
４限目：隨心院の歴史と美術
　隨心院の前身からひもとき、応仁の乱から衰退、近世再興に至るまで
の寺史を辿りつつ、伝わる仏像の優品や、狩野派のきらびやかな作例か
ら仏教美術の基礎を学びます。
●会場／隨心院（能之間）
●定員／100名
●費用／なし（要拝観料）
●申し込み方法／３限目と同じ（申込期限は10月17日（金））

●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当
　電話：592-3066　FAX：502-1639
　ホームページ：http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/
　郵送先：〒607-8511（住所記入不要）

熱中症に気をつけましょう！
熱中症の予防には「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です！

色鮮やかな花で山科区を美しく！◯
　花と緑のまちづくりサポー
ター（ボランティア）の皆さ
んが、区役所と東部文化会館
の花壇にポーチュラカを植栽
されました。また、昨年に引
き続き、東日本大震災被災地
の仙台市の仮設住宅へも花苗を贈呈しました。
　花壇には、白、赤、ピンクなど色鮮やかな花が咲き誇り、訪れる人の
目を和ませてくれています。

10月２5日（土）
午後２時～午後３時30分
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お花の肥料を助成します
　花と緑にあふれた潤いのある山科区のまちづくりを進めませんか。花
苗や種の植え付けを行う団体に肥料（年額3,000円分以内）を助成します。
● 対象／公共用地や多くの方が鑑賞できる所に花苗、種の植え付けを行
う５名以上の団体

●定員／10団体
● 申し込み方法／８月15日（金）から先着順。申請書（申し込み先で配
布・区ホームページに掲載）に記入のうえ、申し込み先まで郵送また
は持参。

●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
　（郵送先〒607-8511（住所記入不要））

地域防災最前線◯
～楽しい花火遊びの６カ条～
一、花火に書いてある遊び方をよく読みましょう。
二、�花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののある
場所で遊ばないようにしましょう。

　　また、衣服に火がつかないように注意しましょう。
三、�吹出し、打ち上げなどの筒もの花火は、途中で火が消えても筒をの
ぞかず、点火時も筒先に顔や手を出さないようにしましょう。

四、�風の強いときは、花火遊びはやめましょう。点火は、風向きに注意
しましょう。

五、消火のため水の入ったバケツを用意しましょう。
六、子どもは、大人と一緒に遊びましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）
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区役所玄関を飾る
「七夕の笹飾り」◯
　「大きくなったら○○○になれますように…」
　「○○○が上手くなりますように…」
　洛東幼稚園と西念寺保育園からいただいた笹
飾り。
　園児さんの心を込めた色とりどりのお飾りと願
い事に、来庁者のお顔も思わずほころび
ました。皆さんの願い事が、きっとかな
いますように。

おこしやす
“やましな”協議会総会が開催されました◯
　６月27日（金）、おこしやす“やましな”
協議会の総会が開催されました。同協議会
は、山科の観光振興を目的として平成18年
に結成され、イベントの企画のほか、区内
の史跡の観光案内板や観光マップの作成な
どさまざまな活動を行っています。
　この度の総会では、平成25年度の決算報告や平成26年度の事業計画な
どについて話し合われ、引き続き秋のイベントの実施、山科の魅力を広
くPRするためのキャラバン隊の派遣などを行うことなどが決定されま
した。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

ふるさと納税
「だいすきっ！京都。寄付金」◯

皆さんの思いを、ぜひ山科区へ！
　山科区では、寄付金を区民の皆さまとの協働によるまちづくり事業に
活用させていただきます。寄付の際は、ぜひ“山科区”をご指定ください。



9

※�確定申告をしていただくと、所得税および住民税の寄付金控除が受け
られます。

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

近畿行政相談委員連合協議会会長表彰◯
―行政相談の功績認められる―
　５月20日、メルパルク京都にて行われた「京都行政相談委員全体会議」
において、山科区の行政相談委員山口雅氏が「近畿行政相談委員連合協
議会会長表彰」を受けられました。山口氏は、行政に関する多くの方の
要望や相談に丁寧に応対されており、今回その功績が認められました。
　無料行政相談は、毎月第２木曜日、区役所にて開催しています。お気
軽にご利用ください。（９月の行政相談の詳細は３面をご覧ください）
●問い合わせ先／京都行政評価事務所（電話802-1100）

京都市の福祉医療制度◯
　京都市では、市内にお住まいで健康保険に加入している方を対象に福
祉医療制度を実施しています。福祉医療制度の適用を受けるには申請が
必要です。なお、制度には所得制限（子ども医療は除く）があります。
制度の詳細は、下記の各担当までお問い合わせください。
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● 問い合わせ先／子ども医療：市地域福祉課・児童家庭課合同分室（電
話251-1123）　重度障害老人健康管理費：区保険年金課保険給付・年
金担当（電話592-3109）　その他：区福祉介護課福祉医療担当（電話
592-3218）

情報掲示板◯

税

市・府民税（第２期分）納付期限のお知らせ
　９月１日（月）は、市・府民税�第２期分の納期限です。期限を過ぎると、
延滞金がかかります。（延滞金額が1,000円以上の場合のみ。）
　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。

制度名 対象となる方 支給内容 一部
負担金

ひとり親
家庭等医療

次のいずれかに該当する方。
①�生計を一にする父または母のない児童
　（18歳到達後最初の３月31日までにある児童）
②①の児童と生計を一にする母または父
③�両親のいない児童と、その児童を扶養する20
歳未満の方など

健康保険の
自己負担額

なし重度心身
障害者医療

次のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳１級または２級を所持
②知能指数（IQ）が35以下である
③�身体障害者手帳３級を持ち知能指数（ IQ）が50
以下である
※�重度障害老人健康管理費は、後期高齢者医療制
度の資格がある方が対象

健康保険の自己
負担額

重度障害
老人

健康管理費

後期高齢者医療
の自己負担
相当額

老人医療

65歳以上70歳未満（今年度に限り70歳の誕生日を
迎える方も対象）で、
次のいずれかに該当する方。
①所得税非課税世帯
②�所得が基準額以下で、寝たきりや一人暮らし、
または同居者が親族のみで全員が60歳以上の方など

健康保険の
自己負担額から
一部負担金を
差し引いた額

あり

子ども医療 ０歳から小学校６年生までの方
（12歳到達後、最初の３月31日までにある方）

健康保険の
自己負担額から
一部負担金を
差し引いた額

あり
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問い合わせ先
　課税内容／区市民税課市民税担当（電話592-3113）
　納付相談／区納税課（電話592-3310）
　口座振替／市納税推進課（電話213-5466）

長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度のお知らせ
　次の①、②の要件を全て満たす住宅について、床面積120㎡までの部
分の固定資産額が、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）に限り、２分の１減額され
ます。
① 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

宅である。
② 平成28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。
　減額には、新築された年の翌年の１月31日までに、必要書類とともに
申告が必要です。問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先　区固定資産税課（電話592-3165）

福祉

各種手当の現況届・所得状況届の提出をお忘れなく
　各種手当を受けておられる方は、下記の期限までに、問い合わせ先に、
届出を提出してください。提出を忘れられると、８月分以降の手当を受
けられなくなります。ご注意ください。
①９月１日（月）【現況届】
　・児童扶養手当
②９月10日（水）【所得状況届】
　・特別児童扶養手当
　・特別障害者手当
　・障害児福祉手当
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　・経過的福祉手当
　・外国籍市民重度障害者特別給付金
問い合わせ先
児童扶養手当／区支援課支援第一担当（電話592-3247）
その他／区支援課支援第二担当（電話592-3243）

保険年金

入院や外来受診により高額な自己負担額が見込まれる方へ
　入院や外来受診により、高額な自己負担額が見込まれる方は、事前に
問い合わせ先にご相談ください。申請により、「限度額適用認定証」等
を交付します。認定証を、保険証と併せて提示することで、次の①、②
の措置が受けられる場合があります。なお、70歳以上の方のうち、市民
税課税世帯の方は、認定証は不要です。
①医療費の支払いが世帯の自己負担限度額までに。
②入院時の食事代が減額。（市民税非課税世帯の方に限る）
※�国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方は問い合わせ先
に、社会保険等に加入中の方は加入先の医療保険へお問い合わせく
ださい。

問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（☎592-3109）

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。
申し込み方法　当日８:30から整理券配布。先着順。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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無料行政相談
日時　９月11日（木）13:30～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　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　９月16日（火）14:00～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　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
①お楽しみ会　ブラックパネルシアター
日時　８月23日（土）11:00～。
②よんでよんで赤ちゃんの会　赤ちゃん絵本の読み聞かせ
日時　９月１日（月）11:00～。
③テーマ図書の展示と貸し出し
９月は一般書「中高年」、えほん「おじいさん・おばあさん」。
④絵の展示（幼児コーナー）
９月は南殿幼稚園児の作品。
問い合わせ先　山科図書館（電話581-0503）
移動図書館「こじか号」巡回
①８月25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
②８月27日（水）
　・10:00～10:40　場所　大塚小
　・11:00～11:40　場所　大宅小
問い合わせ先　移動図書館（電話801-4196）
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地域子育て支援事業
①木のおもちゃで遊ぼう
日時　８月25日（月）14:00～。
申し込み方法　８月21日（木）までに申し込み先まで。（申し込み必須）
②ぴよっこ運動会
日時　９月17日（水）14:00～。
必要なもの　上靴。
申し込み方法　９月10日（水）までに申し込み先まで。（申し込み必須）
対象　１歳５カ月からの未就園児親子。
費用　200円（親子）。
①・②とも場所・申し込み方法・問い合わせ先　
アヴェ・マリア幼稚園（電話592-6404）
山科中央老人福祉センター
①悠遊講座「コーラスグループRacco（ラッコ）の合唱コンサート」
　（東部文化会館アウトリーチ事業）
日時　８月30日（土）13:30～15:00。※申し込み不要
②悠遊講座「自分らしい安新生活～介護～」
日時　９月27日（土）13:30～15:00。
定員　30名。
対象　市内在住の60歳以上の方。
申し込み方法　９月８日（月）～９月20日（土）に申し込み先までFAXか来所。
③「初めての将棋講座」「初めての囲碁講座」
受講期間＝将棋:10月～３月末。囲碁：10月～12月末。
日時　将棋：第１～第４火曜日10:00～11:30。
　　　囲碁：第１～第４木曜日10:00～11:30。
対象　将棋・囲碁の初心者で市内在住の60歳以上の方。
申し込み方法　９月１日（月）～９月29日（月）に申し込み先までFAXか来所。
①～③とも場所・申し込み方法・問い合わせ先　
山科中央老人福祉センター（電話501-0242、FAX501-0340）
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募集

区保健センター
献血
日時　９月18日（木）10:00～11:30、12:30～16:00。
場所　グルメシティヒカリ屋駐車場。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）
東部文化会館
①親子で楽しむファミリーコンサート2014
　劇団カッパ座による子ども向けの歌とダンスのコンサート。
日時　９月23日（火・祝）11:00～12:00（10:30開場）。
対象　小学生未満またはその保護者。
定員　550名。
費用　前売り900円、当日1,100円。
②第３回市民創造ステージ・イースト
　山科醍醐地域で舞台芸術活動（ダンス・歌謡舞踊・マジック・ブラス
演奏）を行う団体の方による発表会。
日時　８月24日（日）13:00～16:30（12:30開場）
定員　550名。
費用　無料。
①、②とも場所　東部文化会館ホール。
問い合わせ先　東部文化会館（電話502-1012）
山科青少年活動センター
宿題カフェ
　涼しい当センターで、冷たいドリンクを片手に夏休みの宿題を片付け
よう。ボランティアスタッフに質問もできます。
日時　８月15日（金）～８月25日（月）13:00～17:00（20日（水）は休館）。
申し込み方法　不要。
費用　100円～200円（カフェメニュー代）。
場所・問い合わせ先　山科青少年活動センター（電話593-4911）
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お知らせ

フリーマーケット休止のお知らせ
（ふれあい“やましな”2014区民まつり）
　区民まつり（11月23日（日・祝）実施予定）会場の一部が、平成29年
３月末まで下水道工事関連施設として利用され、会場の使用範囲が縮小
しているため、フリーマーケットは、今年度も実施することができませ
ん。ご理解、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先　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）

「アートロードなぎつじ」展示作品募集！◯
　地下鉄東西線椥辻駅に、区民のみなさまの芸術作品を展示
するアートスペース「アートロードなぎつじ」を設置
しています。ぜひ、ご利用ください。
●展示スペース／①掲示板タイプ５基　
　　　　　　　　②ショーケースタイプ２基
●展示期間／①９月25日（木）～10月22日（水）
　　　　　　②10月23日（木）～11月19日（水）
　　　　　　③11月20日（木）～12月18日（木）
　　　　　　④平成27年１月８日（木）～２月４日（水）
● 申し込み期間／展示開始日の２週間前まで（先着順・申込開始日に複
数の申し込みがあった場合は抽選）。

● 申し込み方法／区役所、東部文化会館等に設置の所定用紙に必要事項
を記入のうえ、申し込み先に提出（持参または郵送）

● 申し込み先／東部文化会館（電話502-1012）
　（〒607-8169　山科区椥辻西浦町１-８）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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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
おかけ間違いにご注意ください
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/

西京極で京都サンガF.C.を応援しよう！◯
９月28日　横浜FC戦は、山科区民デー
100組200名様をご招待！

　J1昇格を目指し、クラブ一丸となって戦う京
都サンガF.C.。みなさんの声援で、ぜひとも勝
利を勝ち取りましょう！
● 日時／９月28日（日）（キックオフ時間は、京
都サンガF.C.�HP等でご確認ください）

●会場／西京極陸上競技場兼球技場
●対戦チーム／横浜FC
※�キックオフ前は、キッズアトラクションや、イベントが盛りだくさん
のサンガフレンズスクエアでお楽しみください。

【招待券申し込み】
●対象／山科区にお住まいの方
●申し込み方法／往復はがきに次の事項を添えて
お申し込みください。
※先着順（落選の場合もお得な観戦優待券をお送りします）
　・ 往信用表面（あて先）　〒610-0102　城陽市久世上大谷89-1
　　京都サンガF.C.　山科区民デー招待係
　・ 往信用裏面　①山科区民デー招待　②住所　③代表者氏名（ふりが
な）④電話番号

山科区出身の駒井選手
をみんなで応援しよう!!
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　・返信用表面　郵便番号、送付先住所、氏名
　・返信用裏面　（記入不要）
●申込締切日／９月12日（金）必着
●問い合わせ先／京都サンガF.C.　ホームタウン推進課
　（電話0774-55-7603）（http://www.sanga-fc.jp/）

やましな健康NEWS
ー健診や健康を考えるイベント情報を発信ー

歯のひろば◯
“歯のいろは”をまなびましょう
●日時／９月６日（土）午後２時30分～４時30分
●場所／山科区役所２階大会議室他
●内容／
　・歯の相談、歯みがき指導、フッ化物洗口
　・�試してみよう！[口臭度、お口の細菌チェック、咬合力（こうごう
りょく）、噛むカムチェック]

　おたのしみ①　体験コーナー～手のかたをとってみよう～
　　　　　　　　（小学生限定・先着20名）
　おたのしみ②　キッズ向け人形劇（午後３時～、午後４時～）
　おたのしみ③　シニア向け健口体操（午後３時30分～）
主催：京都市山科歯科医師会
共催：京都府歯科医師会・区保健センター
●問い合わせ先／区保健センター　
　成人保健・医療担当　（電話592-3477）

山科健康づくりサポーター
“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング◯
　キャット・ハンズ（山科健康づくりサポーターの愛称）と一緒に、楽
しく多彩なコースを歩きませんか。

いろ歯ちゃん

大好評
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●日時／平成26年９月25日（木）※雨天中止
● コース／「ラクト山科公園～永興寺前公園～諸羽神社～ラクト山科公
園」約５km（２時間程度、疏水沿いを歩きます）

● 集合時間／午前９時30分集合（10時出発、
12時頃帰着予定）

●集合場所／ラクト山科公園（大丸向かい）
● 対象／医師から運動制限をされておらず、
　区内在住または通勤・通学をされている方。
●持ち物／飲み物、歩数計（あれば）、雨具等
　～歩きやすい服装と靴でご参加ください～
●定員／50名（先着順）
● 申し込み方法／９月10日（水）より申し込み
先に、参加される方全員の①氏名（ふりがな）、②年齢、③住所、④
連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス等）、⑤医師からの運動制
限の有無を添えてお申し込みください。

● 申し込み・問い合わせ先／区保健センター　成人保健・医療担当
　（電話592-3477、FAX501-6831、メールyamashina-kenko@city.kyoto.jp）

平成26年度　山科“きずな”支援事業◯
　認定団体　新規事業一覧

（1）団体（一般）
事業名 大学・団体名 事業概要

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

子どもから高齢者までの方に、同じ場所で
絵本や紙芝居をプロジェクターを利用し
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。

オレンジカフェ
社会福祉法人
緑
りょくじゅかい

寿会

認知症になっても住み慣れた地域で暮ら
せる地域づくりのため、地域の喫茶店を活
用した茶話会や悩み相談を行う。

2014大晦日の
つどい 山階社会福祉協議会

地域の高齢者、東日本大震災の被災者や障
害者との交流・懇親を図るため、大晦日に
イベントを実施する。

緑色の幟
のぼり

が目印

参加記念品あり
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（2）団体（小規模）

（3）大学等

事業名 大学・団体名 事業概要

なかよし会 北部第二井ノ上町
町内会

町内会交流の場を設け、お茶会や筋トレ教
室を開催し、ふれあいときずなの拠点とし、
暮らしの安心・安全を高める町内をつくる。

地域福祉型こども
の学びサポートプ
ロジェクト

地域福祉型こども
の学びサポートプロ
ジェクト�推進協議会

有志の地域住民および大学生ボランティ
アで実行委員会を組織し、中学生を対象に
放課後の学習支援を行う。

事業名 大学・団体名 事業概要

文庫カフェ 其
そのえだ

枝なかよし文庫
本に親しめる場所である文庫を多くの人
に知ってもらい、本とのつながりを感じる
ことができるようなイベントを実施する。

子育てサロン
にこにこ広場

大宅民生児童委員
協議会

未就学児のいる親同士の交流や情報交換
の場、手遊び・工作等をしながら、専門家や
先輩からの助言を受けられる場をつくる。

「ヤマシナ
ポートレート」展の
開催

ヴァリアス・
コネクションズ

障害のある人たちの社会参加や障害に対
する理解の向上のため、山科に関係する人
によるセルフポート写真300枚を展示す
る展覧会を開催する。

おむすびの会 むすび
乳幼児の子育て中の母親と地域のボラン
ティアが昼食を囲みながら交流する会を
実施する。

みちくさの家
ファミリーキッズ
くらぶ

みちくさの家
ファミリーキッズ
くらぶ

未就学児親子の交流を図り、子育ての輪を
広げるため、自由に集える場としてのサロ
ンを開催し、子育てのヒントとなるような
講習会を実施する。

事業名 大学・団体名 事業概要

花山天文台
Gallery
week2014

京都大学�
宇宙総合学
研究ユニット

花山天文台を多くの方に知っていただき、地域の方
にも、より親しんでいただく機会として、新たな活用
方法の実践・アートを通じた科学技術コミュニケー
ションを目的として、アートイベントを実施する。


