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山科区の推計人口
総人口／134,699人
　男性／63,956人
　女性／70,743人
世帯数／59,290世帯

ふれあい“やましな”2014区民まつり◯
　今年も、ふれあい“やましな”2014区民まつりを開催します。
　「エコ・やましな」をテーマに、子どももお年寄りも、障害のある方
もない方もみんなが楽しめる
お祭りです。
　みんなで楽しんでやましな
のきずなを深めましょう。
　ぜひお越しください。
（※写真は昨年のもの）

子どもも大人も、みんなが楽しめるやましなの
区民まつり。
　私も、当日皆さんの笑顔を楽しみにしています。

京都市長　門川大作

日時　11月23日（日・祝）
　　　午前10時〜午後３時　※雨.天中止、順延なし（小雨決行）
天候不良による実施の問い合わせは、当日午前７時から実行委員会
テレフォンサービス電話502-8881へお願いします。
場所　山科中央公園
入場料　無料（模擬店など一部有料）

平成26年10月1日現在
（推計人口）

舞台コーナー
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●舞台コーナー
　園児による遊戯、吹奏楽演奏、ダンス、
　和太鼓演奏など
●模擬店コーナー
　うどん、焼きそば、フランクフルト、
　みたらし団子など
●ふれあい啓発コーナー
　子ども向けコーナーもあるよ！
●お楽しみコーナー
　ふわふわ、ミニSL

前売りセット券（300円）販売中！
（ジュース・わたがし・ポップコーン・
ボールすくい・ラッキー抽選くじ）
11月21日（金）まで問い合わせ先にて
（土・日を除く）。

　
無料シャトルバス（循環）のコースが変わりました！
会場へは無料シャトルバスや公共交
通機関をご利用ください。
（シャトルバスの時刻表は11月18日以
降各バス停に表示します）
●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）

ふわふわバルーン

啓発コーナー
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区民まつりの他にも、2014年秋の山科は、◯
　イベント・見どころが満載！

11月15日（土）〜30日（日）
毘沙門堂（びしゃもんどう）夜間特別拝観・紅葉ライトアップ
●時間／午後５時30分～９時（受付終了　８時30分）
●拝観料／大人800円、小中高生400円
※夜間は、毘沙門堂の駐車場はご利用いただけません

11月15日（土）・16日（日）
感動！やましな　まるごとマルシェ　at隨心院
　山科区内をはじめ、京都の有名店が山科に集結。“おいしい”秋の１
日をお楽しみください。大道芸もあるよ。

11月15日（土）～30日（日）
感動！やましな　まちバル　at山科駅前
　地元野菜を使ったメニューやお店自慢のメニューをワンコインでお
楽しみいただけます。毘沙門堂ライトアップと同時開催！
感動！やましな　プレゼントラリー
　山科全域でスタンプラリーを実施中。寺社や店舗のご利用で５つのス
タンプを集めると素敵な賞品が当たります。
詳しくは、「山科劇場」で検索！
～12月31日まで
●問い合わせ先／
　京都・やましな観光ウィーク実行委員会
　（区総務・防災担当）（電話592-3066）

〈毘沙門堂のライトアップの様子〉
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11月29日（土）
「四ノ宮伝説」タイムスリップツアー
〜プチ瞑想体験＆琵琶の音ヒーリング〜
　琵琶ゆかりのまち、山科北部、四ノ宮に伝
わる盲目の第四皇子さんの伝説をたどって貼り札（護符）を集めながら
身近に隠れた史跡（諸羽神社、徳林庵など）を巡ります。昼食時は琵琶
弾き語り紙芝居「四ノ宮物語」をご覧いただき、昼食後には瞑想体験を
していただきます。
●時間／午前10時～午後４時
●集合場所／JR山科駅
●対象／5歳～中学生の子どもとその保護者
●費用／親子で3,500円（昼食代含む。人数追加は別途費用要）
●定員／親子10組20名（先着順）
●.申し込み方法／ホームページ（http://トラベル京都.homepage.jp/）ま
たは、申し込み先に、①プログラム名、②参加者氏名、③住所、④年
齢、⑤電話番号、⑥メールアドレス（PCメールが受信可能のもの）
を添えて、お申し込みください。
●申し込み先（受託事業者）／
　トラベル京都（電話755-5512、FAX757-7154）

第40回　山科義士まつり◯
パフォーマンス会場を東部文化会館に変更！
日時　12月14日（日）午前10時〜午後３時
コース　毘沙門堂（スタート）→ラクトＢ大丸前→
　　　　東部文化会館→新十条通→
　　　　岩屋寺・大石神社（解散）
　大石内蔵助ゆかりの地、山科の年末を彩る風物詩として親しまれてい
る「山科義士まつり」。今年も、区民の皆さんと区内の企業、行政が協
働して開催されます。
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　討ち入り装束に身を固めた各学区の皆さんによる義士隊四十七士の
行列が、毘沙門堂から大石神社まで練り歩きます。コース途中の舞台（東
部文化会館）では、「刃傷松（にんじょうまつ）の廊下」、「連判状改め」
などのパフォーマンスや「元禄花見踊り」なども披露されます。
　山科発祥のまつり「山科義士まつり」にぜひお越しください。
山科義士まつり写真コンクール作品募集
　山科義士まつり当日の写真を募集します。優秀作品は表彰し、平成27
年２月22日（日）開催の区民ふれあい文化祭会場（東部文化会館）、区
役所及びラクト山科ショッピングセンター（※）にて展示します。たく
さんのご応募をお待ちしています。
※展示期間：平成27年１月24日（土）～２月８日（日）　場所：ラクト４階
　　　　　　　　　　２月９日（月）～20日（金）　　　　 区役所１階
●応募規格／四つ切りまたはワイド四つ切り（額装なし）
●.応募方法／平成27年１月15日（木）までに、作品の裏面に、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、タイトルを添えて申し込み先ま
で郵送または持参。
●その他
・１人１点、山科義士まつり当日の写真で未発表の作品に限ります
・山科こども歌舞伎に関する写真は対象外となります
・優秀作品はホームページに掲載します
山科義士まつりホームページ　http://gishimatsuri.com/
●主催／山科義士まつり実行委員会　
●申し込み・問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当（電話592-3088、〒607-8511（住所不要））
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人権月間　山科区人権映画のつどい◯
　12月は人権月間です。この機会に人権
について考えてみませんか。
●内容／
　講演：深田麗美氏（京都リップル代表）
　映画：「オカンの嫁入り」
　宮﨑あおい、大竹しのぶによる温かく
て愛おしくて切ない母娘の姿を描く
※バリアフリー上映（日本語字幕・副音声ガイド付き）
※副音声ガイドは先着20名（当日受付）
●日時／12月５日（金）午後１時30分開演（午後１時開場）
●場所／京都市東部文化会館
●定員／500名（先着順・申し込み不要）
●費用／無料
※視覚・聴覚に不自由のある方は、優先枠をご用意しておりますので、
当日午後１時20分までに受付にお申し出ください。
人権啓発ポスター展
　区内市立中学校の生徒による「人権啓発ポスター」の作品展示を行い
ます。
●期間／11月20日（木）～12月18日（木）
●場所／アートロードなぎつじ（地下鉄椥辻駅）
●問い合わせ先／
　区地域啓発推進協議会（区まちづくり推進担当）（電話592-3088）

ふれあい“やましな”2015区民ふれあい文化祭
「区民芸能フェア」出演者募集◯
　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。

（C）2010「オカンの嫁入り」
製作委員会
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●出演日時／平成27年２月22日（日）
　午前11時30分～午後４時30分
　（リハーサル：２月21日（土）午後１時～）
●場所／東部文化会館ホール
●.申し込み資格／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（申し込み多数の場合は、実行委員会が出演団体を決定）
●申し込み方法／申し込み先にて配布の申し込み書に記入し提出
●申し込み期間／平成26年11月17日（月）～12月４日（木）
●申し込み・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）

平成26年度　山科区民花の回廊募金◯
　山科区が花と緑に彩られた美しいまちになるよう、花の回廊を整備し
ています。今年度も昨年度に引き続き、山科疏水沿いの東山自然緑地に
ヤマザクラを植樹します。地域や花の好きなグループなど皆さんからの
募金をお待ちしています。
●植樹場所／東山自然緑地（山科疏水公園）
●植樹式／平成27年３月頃（募金者の皆さんをお招きします）
●申し込み方法／募金を添えて、申し込み先までお越しください。
　（１口以下でも可。お問い合わせください）

個人一口　3,000円
団体・企業一口　30,000円

●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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山科カレッジ　山科をまなぶ◯
第６限「山科の未来を考える」
●日時／12月６日（土）　午後１時～３時
●会場／京都橘大学明優館Ｄ201教室
●定員／100名
●内容／�京都市と大学からのこれまでの地域との連携の取組について

の事例報告をもとに、細川涼一京都橘大学学長と石黒善治山科
区長を交え、地域・大学・行政の３者でつくる山科の未来につ
いて、会場のみなさんと考えます。

【事例報告】
１.京都橘大学

２.京都市

コーディネーター：木下達文氏（京都橘大学現代ビジネス学部教授）
●申し込み期限／11月28日（金）
●.申し込み方法／区役所ホームページの申込みフォームまたは、申し込
み先に、①氏名、②性別、③年齢、④住所、⑤電話番号、⑥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。
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当
　（電話592-3066　〒607-8511　住所記入不要）

最終回！

報告者 京都橘大学現代ビジネス学部長・教授　小暮宣雄　氏

題　目 山科地域と京都橘大学との連携、あるいはアーティストと文化資
源をめぐる実践

内　容 この十数年間の山科地域と京都橘大学との文化的側面からの連携事
例を紹介し、その成果と今後の展望についての見解を示します。

報告者 京都市まちづくりアドバイザー　佐藤友一
題　目 市民参加の新たな形��～区民と行政の協働はどこに向かうのか？～

内　容
京都市における市民参加推進の流れを振り返りながら、山科区での区
民・行政の協働の取り組みについて振り返り、これから求められる協
働の仕組みについて考えます。
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やましなGOGOカフェ◯
　飛び入り参加も大歓迎！参加者募集！
　「山科のために何かしたい」、「山科で何かしたい」
…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？

育てたいあなたのタネを募集します！
　継続して複数回にわたりみんなで考えたいテーマを募集します。
（第４回から第６回で２回以上出席できる方に限る）

●日時／
　第４回　11月29日（土）午前10時～午後０時30分
　第５回　平成27年１月22日（木）午後７時～９時30分
　第６回　平成27年３月８日（日）午前10時～午後０時30分
●費用／300円（茶菓子代）
●.申し込み方法／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、②年齢、③お住まいの市区町村、④連絡先（電話
番号・Ｅメールアドレス）、⑤継続して複数回にわたりみんなで考え
たいテーマを添えてお申し込みください。
※託児あり（無料）。ご希望の方は、各回の３日前までにご連絡ください。
※⑤を添えてお申し込みの方は、第４回、第５回開催日の２週間前まで
にお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　区総務・防災担当（電話592-3066　〒607-8511　住所記入不要）

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。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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情報掲示板◯

税

固定資産税の道路非課税に係る申告について
　以下の要件を満たす公共の用に供している道路は、固定資産税が非課
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。
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。
問い合わせ先　区固定資産税課（電話592-3164）
平成26年分年末調整説明会
　平成26年中に源泉徴収した所得税の年末調整や、平成26年中に支払っ
た給与に係る給与支払報告書（源泉徴収票）の作成と提出方法について
ご説明します。
日時　11月21日（金）13:30～15:30。
場所　東部文化会館。
問い合わせ先　東山税務署（電話561-1131）、　
　　　　　　　市法人税務課特別徴収担当（電話213-5246）

保険年金

京都市国民健康保険からのお知らせ
新しい保険証は届きましたか
　現在、新しい保険証（薄い緑色でカード型）を簡易書留郵便等により
お届けしています。
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　保険証配達時にご不在の場合は、郵便局に再配達を依頼するか郵便局
窓口でお受け取りください。郵便局の保管期間を経過した場合は問い合
わせ先でお受け取りください。
　なお、古い保険証（薄い紫色）は、12月１日（月）から使用できませ
ん。それ以降に新しい保険証を提示せず受診した場合は、一旦、医療費
の全額のお支払いが必要となります。ご注意ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
後期高齢者医療制度からのお知らせ
高額療養費の支給申請はお済みですか？
　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です。お知らせが届いた方は、下記の必
要書類をお持ちのうえ、問い合わせ先へ、お早めに申請してください。
必要なもの　「高額療養費支給申請について（お知らせ）」、保険証、印鑑、
預（貯）金通帳、委任状（代理人が来られる場合）。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

お知らせ

女性に対する暴力をなくす運動
―区役所ロビーでパネル展示―
　11月12日（水）から11月25日（火）まで、パートナーからの暴力、
性犯罪、セクシュアル・ハラスメントなど、女性に対する暴力をな
くす運動を実施しています。
　区役所では、期間中、１階ロビーにて、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。
問い合わせ先　市男女共同参画推進課（電話222-3091）
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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。
①貸し付け内容
　・一人当たり３万円程度（１世帯15万円まで）
　・担保、保証人不要。無利子
　・返済は２年以内（原則均等月賦）
②貸し付けできない世帯
　・�ボーナスなどの臨時収入がある世帯や他の共済制度により貸し付け
可能な世帯

　・生活保護受給世帯
　・中国残留邦人等支援給付受給世帯　
　・�以前に夏季または歳末貸し付けを受け、償還が完了していない世帯
（相談日時点で80%以上を償還し、かつ、貸し付け日までに全額返
済した世帯は除く）

　・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などの属する世帯
日時　相談／12月９日（火）～15日（月）９:00～11:30・13:00～15:00。
　　　貸付／12月24日（水）。
場所　区役所大会議室。
必要なもの　�印鑑、健康保険証（世帯員全員分）など住所・家族構成が

分かるもの。
問い合わせ先　区福祉介護課福祉担当（電話592-3214）
献血
①11月27日（木）　場所　百々自治会館（百々小学校）
②11月28日（金）　場所　小野小学校
③12月18日（木）　場所　フレスコ山科店変形交差点角
※①～③とも10:00～11:30・12:30～16:00。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）
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戦没者遺族相談員について
　年金などに関する相談に応じ、必要な助言をすることで、戦没者遺族
の福祉の増進を図る戦没者遺族相談員が、各市町村に設置されています。
なお、相談にあたっては、個人情報を厳守します。
相談員：廣田正子氏（電話571-1783）。
問い合わせ先　区福祉介護課福祉担当（電話592-3214）
犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？
　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯１回の登録と毎年１
回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。まだの場合は、動物病
院で予防注射を受け、問い合わせ先で手続きを行ってください。交付さ
れた鑑札と注射済票は迷子札にもなりますので、必ず首輪に着けましょ
う。（（公社）京都市獣医師会会員の動物病院では、鑑札と注射済票の交
付もあわせて行っています）
問い合わせ先　区保健センター生活衛生担当（電話592-3486）
あなたも山科の語り部に！
　毎年開催しています「山科の魅力探訪」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
設定や当日の参加者配布資料の作成をしています。昨年度から、この資
料を区民の皆様の財産とし、「山科の語り部」になっていただくことを
目的として、区役所のHPにアップしています。今年は、台風19号の接
近で中止となり残念でしたが、資料をHPにアップしましたので、ぜひ
ご覧いただきお楽しみください！
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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相談

保険料の夜間納付相談
　夜間の納付相談を実施します。普段はお仕事等でお越しになれない方
も、この機会にぜひご相談にお越しください。
日時　11月18日（火）・27日（木）17:00～19:30。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）
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）
無料行政相談
日時　12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　12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
申し込み・お問い合わせは各施設まで

山科図書館（電話581-0503）
えほんで英語　英語絵本の読み聞かせ
日時　11月15日（土）10:30～
セミナー「山科を知ろう」講演会
日時　11月20日（木）17:00～
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おたのしみ会　絵本の読み聞かせ
日時　11月22日（土）11:00～
よんでよんで赤ちゃんの会　あかちゃん絵本のよみきかせ
日時　12月１日（月）11:00～
テーマ図書の展示と貸し出し
12月は、一般書「人権」、「赤穂」、絵本「クリスマス」。
絵の展示（幼児コーナー）
12月は、山科幼稚園園児の作品。
移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
11月17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
11月26日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
12月15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
高齢サポート醍醐北部（電話571-3560）
山科・醍醐　インフォーマルサービスのつどい
　配食サービスや介護タクシー、特殊清掃、訪問理美容など、介護保険
が使えない日常生活を支援するサービスをご紹介します。
日時　12月19日（金）11:00～16:00（受付終了15:30）。
場所　区役所大会議室ほか。
対象　山科・醍醐地域在住の方。
申し込み方法　不要。
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山階地域包括支援センター（電話583-5833）
いきいき脳講座Ｂ
　認知症になると低下する記憶、注意、言語などの能力を図ることがで
きるファイブコグ検査を受け、脳の健康度を確かめてみませんか。
①12月12日（金）　10:00〜12:00
　講話「認知症の基礎知識」、ファイブコグ検査
②平成27年１月16日（金）　14:00〜16:00
　検査結果の返却と説明、認知症予防体操　ほか
　定員　40名（先着順・申し込み必須）、
　対象　60歳以上で、介護保険認定を受けていない方、①、②とも
　　　　受講可能な方。
　場所　愛生会山科病院新館第一講義室。
　申し込み方法　12月１日～５日（10:00～17:00）に当該センターに
　　　　　　　　電話。
東部文化会館（電話502-1012）
東部みんなの作品展　〜イースト・ハート・ギャラリー〜
　当該文化会館を利用し創作文化活動を行う団体による合同作品展覧
会です。出展ジャンルは、フラワーアレンジメント、絵画、写真、ちぎ
り絵です。体験コーナー（有料）もあります。
日時　11月22日（土）13:00～18:00・23日（日･祝）10:00～16:00。
場所　当該文化会館ロビー・会議室。
費用　無料（体験コーナーは有料）。
ナイス・ミート＠エコム2014
　「Kotochika（コトチカ）山科」が開業され、装いも新たになった地下
鉄山科駅の「音の広場」にて、演奏会を行います。出演団体は、「日吉ヶ
丘ギターマンドリンアンサンブル」、「Sweet�19th」（コーラス）、
「Sweet&Bitter.」（男性２人によるバンド演奏）です。
日時　12月13日（土）16:00～18:00。
申し込み方法　不要。
場所　地下鉄山科駅「音の広場」。
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山科青少年活動センター（電話593-4911）
ピアノを利用しよう！
　当該センターには、ピアノレッスンや、合唱練習に利用可能なピアノ
を設置しています。ぜひご利用ください。
日時　当該センター開館時間内。
費用　無料～820円／１時間（年齢、使用目的により異なる）。
申し込み方法　当該センターに電話または来所（先着順）。

京都市自治記念式典◯
区内39名・14団体に表彰・感謝状が贈られました
　自治記念日の10月15日（水）、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、市役所を開庁したことに
より、真の自治権を獲得したことを記念し、昭和33年から毎年この日に
式典が開催されています。
　式典では、魅力あふれる未来の京都の実現に向け尽力されている皆さ
んをはじめ、市政の推進に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。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

忘れていませんか？お口の健康　◯
歯科相談、予防検診を受けてみませんか。
乳幼児歯科相談
●対象／０歳～就学前の方
●日時／偶数月第４水曜日　午後１時30分～２時30分（要予約）
●持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
●費用／無料
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●申し込み・問い合わせ先／
　区保健センター母子・精神保健担当（電話592-3479）
成人・妊婦歯科相談
●対象／18歳以上の方、妊産婦の方
●日時／毎月第４金曜日（12月のみ第２金曜日）午前９時～10時30分
　　　　（予約不要）
●費用／無料
●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）
ワンコインで受けられる!!!　歯周疾患予防健診
●対象／市内在住の満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳
　　　　の方（年１回）
●実施場所／指定医療機関（京都市のHPを参照）
●受診方法／指定医療機関に事前に日時等をご確認のうえ受診
　　　　　　してください。
●費用／500円　（免除制度あり。問い合わせ先に、お問い合わせください）
●持ち物／年齢が確認できるもの（健康保険証、免許証など）
●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）

地域防災最前線◯
コンセント・プラグからの火災に注意！
　長年にわたりコンセントにプラグを差し込んだままに
していると、ほこりや湿気が原因で、プラグの刃の間に
電気が流れ、火災になることがあります。特に、冷蔵庫
や洗濯機などの家電製品は、コンセント自体が目につき
にくいところに設置されていることも多く、火災の一因
となっています。
　定期的に、コンセント・プラグにほこりが付いていな
いか点検、掃除を行い、火災防止に努めましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

コンセント・プラグ
からの発火の様子
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区民スポーツ最前線◯
平成26年度山科区民チャンピオン大会
　９月14日（日）、山科地域体育館で山科区民チャンピオン大会（女子
バレーボール）が開催されました。激しいラリーの末、百々チームが２
年ぶり４回目の優勝を勝ち取りました。山科区からは同チームのほか、
準優勝の大塚チームが11月16日に開催される京都市チャンピオン大会に
区代表として出場されます。
優　勝　百々
準優勝　大塚
三　位　音羽川
三　位　山階
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

12月１日　世界エイズデー◯
　1988年に、世界的レベルでのエイズまん延防止と
患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ること
を目的とし、世界保健機関（WHO）は、12月１日
を世界エイズデーと定め、エイズに関する啓発活動
等の実施を提唱しました。日本でも、毎年12月１日
を中心に様々なイベントが実施されています。

HIV（エイズ）検査を受けてみませんか？
区保健センターでのHIV抗体検査のご案内
　京都市では、平成18年以降、毎年20人前後の方が新たにHIV感染者・
エイズ患者として報告されています。不治の病というイメージがあ
るエイズですが、早期に発見し、適切に治療することで、発症を遅
らせることができます。
●日時／毎�週金曜日午前９時～11時（検査結果は２週間後にお渡ししま

す。指定の日時に必ず本人が問い合わせ先にお越しください。）
●費用／無料※匿名で受けられます。

京都市HIVマスコット
「あかりん」
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●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）

第27回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
連載　区民活動きずなリレー◯

地域に開かれた『其枝なかよし文庫』
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　其枝なかよし文庫は、其枝幼稚園の敷地内にあり、絵本を中心に約
7000冊の本を揃えている、地域に開かれた文庫です。1977年に設立され
てから今年で37年、この文庫に通った子どもが親になり、親子２世代で
利用している方もいらっしゃるそうです。
　前園長の清水さんに文庫設立からのお話を伺いました。「この文庫は
当時在園の保護者からの熱い思いを受けて、理事長姉妹の『子どもたち
に良い本を与えたい』との思いが膨らみ実現したものです。バザーの収
益などで園内に作ったママルームに本棚を設置し、寄付による500冊の
本から始まりました。これだけ長く続いているのは、ボランティアとし
て本の管理や、紙芝居・手作り遊びをしてくださっている幼稚園の卒園・
在園のお母さんのおかげです。」設立時より在園の保護者を中心として、
卒園保護者と協力しあって運営をしているそうです。
　運営ボランティアの方にお聞きしました。「他の区から引っ越してこ
の地域に来たのですが、文庫があるからこの幼稚園に子どもを通わせて
います。子どもたちは本が大好きです。上の子どもは小学生ですが、毎
週来て、宿題もして、本も借りて帰って
います。」取材に伺った日は、其枝幼稚
園児はもちろん、小学生、他の幼稚園の
子どもなども来て賑わっていました。

絵本の読み聞かせが始まりました
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　文庫は毎週木曜日、午後１時30分～４時30分まで開かれています。２
時ごろから絵本や紙芝居の読み聞かせ（隔週）、３時からは工作など毎
回趣向をこらした手作り遊びの時間もあります。「ヨモギ団子づくりを
はじめ手作り遊びが人気なのは卒園保護者の経験や知識のおかげです。
現役のお母さんや若い先生も学んでいます。」と清水さん。他に毎年１回、
子育て中のお母さんたちに向けて絵本作家などを招いての講演会など
も開かれています。今年の９月には文庫まつりが開催され、赤ちゃんか
ら小学生までたくさん集まって、ゲームや缶バッチなどの遊び、絵本作
家によるお話しやゴリラダンスで楽しみました。
　絵本に育てられ、親になって子どもを連れて文庫に通う。変わらずに
来られる場所が地域にあるなんて素敵ですね。
●問い合わせ先／
　記事について：区総務・防災担当（電話592-3066）
　其枝なかよし文庫について：其枝幼稚園（電話581-9294）


