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山科の四季　冬
〇山科 除夜の鐘・初詣スポット
区内の主な除夜の鐘と初詣スポットを一挙ご紹介！

●除夜の鐘

毘沙門堂
時間　12月31日
　　　午後11時45分～
場所（アクセス）　安朱稲荷山町18
　　　　　　　   （山科駅徒歩20分）
※甘酒無料振る舞いあり。
問い合わせ先　電話581-0328

大晦日、新年は、歴史ある山科の寺院・神社に
是非お出かけください。
　京都市長

12月31日、地下鉄東西
線は終夜運行を実施し
ます。

地下鉄・市バス応援キャラ
クター「小野ミサ」（左）、
「松賀咲」（右）

大晦日・新年の
お出かけは
地下鉄で行くっ

寺　院　名 日　時 場所 (アクセス ) その他
本願寺山科別院

（電話 581-0924） 12月31日
午後11時
45 分～

東野狐藪町２（東野
駅徒歩 5 分）

甘酒無料振
る舞いあり。

永興寺
（電話 591-3647）

御陵大岩 15（御陵駅
徒歩 10 分）

甘酒無料振
る舞いあり。
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●初　詣

岩屋神社
場所（アクセス）　大宅中小路町67
　 　　　　　　  （椥辻駅徒歩20分）
ご利益　安産、交通安全
※お神酒の無料振る舞いあり。
問い合わせ先　電話571-0833

諸羽神社
場所（アクセス）　四ノ宮中在寺町17
　　 　　　　　  （山科駅徒歩10分）
問い合わせ先　電話581-0269

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

寺院・神社名 場所 (アクセス ) ご利益等 その他

大石神社
（電話 581-5645）

西野山桜ノ馬場町 116
（山科駅より京阪バス
 大石神社前徒歩１分）

大願成就 甘酒無料振る
舞いあり。

折上稲荷神社
（電話 581-1834）

西野山中臣町 25
（椥辻駅徒歩15 分）

働く女性の
守り神

甘酒無料振る
舞いあり。

花山稲荷神社
（電話 581-0329）

西野山欠ノ上町 65
（椥辻駅徒歩23分）

大願成就、
技芸上達

樽酒無料振る
舞いあり。

吉利倶八幡宮
（電話 312-1123）

勧修寺御所内町 94
（小野駅徒歩10 分）

商運隆昌、
家内安全

御神酒、甘酒無料
振る舞いあり。

日向大神宮
（電話 761-6639）

日ノ岡一切経谷町 29
（蹴上駅徒歩15 分）

開運、厄除
け、縁結び

「若水」の無料
授与あり。
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〇やましなGOGOカフェ

　第5回　1月17日（日） 午前10時～午後0時30分

　山科のために何かしたい、山科のことをもっと知りたい、身近な地域
の気がかりなこと・興味を惹かれていることをなんとかしたい、一緒
に考える仲間が欲しい…。そんなアナタにピッタリの場。話し合いの
テーマは自由！多彩な参加者の皆さんと一緒に話し合いませんか。

●場所／区役所2階大会議室
●参加費／300円（茶菓代）

学割
高校生・大学生他　大歓迎!
学生の方 参加費：200円

●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）を添えてお申し込みください。

①参加者が話したい
　テーマを挙げて�

●これまでのGOGOカフェで話し合われたテーマ
・山科区民が心から楽しめる♪音楽フェスやります
・中高生が地域で食べていける仕組みづくり
・山科の歴史、文化の伝承　他

参加者募集！
飛び入り参加
も大歓迎

② GOGOカフェ談義！
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参加者の声
喋りやすいし、皆さんのお話を聞きやすい!本当にカフェに来た
かのような空間でした。

―これから参加される方へ―
初めの一歩さえ踏み出してしまえば素敵なご縁を
広げられる場所です!また、人と会って話す事で仲
間を増やせます！

活動の仲間を探そう!
「役に立つかもしれない仲間たち」登録募集中！
子育て、イベント運営の経験、日曜大工の腕前などアナタの経験が誰か
の役に立つかも…?詳しくは当日会場で。

申し込み・問い合わせ先
区総務・防災担当（電話592-3066　FAX502-1639　〒607-8511　住
所記入不要）
HP、facebookで情報発信中！

宿泊券・特選品が当たるキャンペーン開催中!

〇京都市ふるさと納税寄付金　だいすきっ！京都。寄付金
山科区は、来年、区制40年を迎えます　皆様の思いを、ぜひ山科区へ

　12月31日までに、京都市に1万円以上の「ふるさと納税寄付金」をし
ていただいた方の中から抽選で、市内ホテル宿泊券等が当たるキャン
ペーンを実施しています。
　山科区では、いただいた寄付金を平成28年に迎える山科区制40周年
を記念する事業に活用します。寄付の際は、ぜひ「地域振興“山科区”」を
ご指定ください。

勇都マリナさん

やましなGOGOカフェ
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※寄付金控除の手続きを行うことで所得税および住民税の寄付金控除
が受けられます。

締め切り迫る！ ふるさと納税寄付金で当たる賞品
A：ホテルのくつろぎ・もてなし満喫コース×16組
　 市内ホテルペア宿泊券
B： 地下鉄の駅ナカショッピングゾーン「Kotochika（コトチカ）」

ギフトコース×15組
　 「Kotochika（コトチカ）」出店業者おすすめ特選商品
C：選りすぐり「京の逸品」コース×13組
　 「高島屋」・「よーじや」おすすめ特選商品
D：地域のええもん「地域の特選品」コース×51組
　 「京焼・清水焼の湯呑」、「京名物『ちりめん山椒』」他
※申し込みの際にコース（A ～ D）は選べますが賞品の種類は選
べません。

<山科区制40周年記念事業（予定）>
・山科花いっぱいプロジェクト
・山科アートフェスタ　・桜の植樹　他
賞品の詳細、寄付の申し込みは区役所等で配架中のチラシまたはホーム
ページへ

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

〇「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、区民の皆様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。あなたの力作を展
示してみませんか。奮ってご応募ください。
●展示スペース／
　①掲示板タイプ5基

40周年祝

京都市　ふるさと納税
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　②ショーケースタイプ2基
●展示期間／
　①1月7日（木）～2月3日（水）（ショーケースタイプのみ申し込み可）
　②2月4日（木）～3月2日（水） 
　③3月31日（木）～4月27日（水）
※③より後の日程はお問い合わせください。
●費用／無料
●申し込み期間／展示開始日の3カ月前の日か
ら2週間前まで。
※先着順。ただし、申し込み開始日に複数の申し込みがあった場合は抽
選。展示期間によっては、申し込みが終了している場合があります。
●申し込み方法／
　区役所、東部文化会館で配架中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
（〒607-8169　椥辻西浦町1-8）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

〇京都市東部文化会館と京都橘大学が連携協定を締結
　11月5日、京都市東部文化会館（公益財団法人京都市音楽芸術文化振
興財団）と、京都橘大学が文化・芸術の振興に寄与する人材の育成を目
的とする連携協定を締結しました。
　これまでも同会館と同大学は、会館自主
事業での、大学の一部協力や学生の参加な
ど連携・協力を行っておりましたが、今回
の協定締結により、会館の実施するさまざ
まな事業への学生の参画・学修や会館の
施設・舞台運営の学修など、更に連携を強

ショーケースタイプ

展示イメージ

（ 左） 長尾京都市音楽芸術
文化振興財団理事長

（右） 細川京都橘大学学長
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化します。
　特に、会館が実施するアウトリーチ事業において、学生が地域のさま
ざまな場所に出向き活動を行うことで、山科の文化・芸術を通した更
なる活性化に貢献していきます。
●問い合わせ先／東部文化会館（電話502-1012）

〇「山科区フラワーロード推進事業」
～ハボタンを植栽しました～
　山科区を花がいっぱいの美しいま
ちにするため、花と緑のまちづくりサ
ポーター（区民ボランティア）の皆様
や区内事業者、区役所が協働で、区役所、東部文化会館、JR山科駅前な
どの各花壇に花を植栽しています。
　11月12日に区役所前花壇に植栽したハボタンは、サポーターの皆様
が種から大事に育てたもので、平成28年の山科区制40周年を記念した
花文字に彩られています。また、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。
～花と緑のまちづくりサポーター募集～
●対象／区内在住または区内に通勤（通学）されている方
●申し込み方法／申し込み先に来所または①氏名、②郵便番号、③住
所、④電話番号、⑤FAX番号（あれば）を添えて申し込み先へ
●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088　
FAX 502-8881　〒607-8511住所記入不要）

〇食育セミナー「骨こつクッキング」
　ロコモや骨粗しょう症の予防、骨の素にもなるカルシウムの取り方
の“コツ”を学んでみませんか?
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　成長期のお子さんがいらっしゃる方もぜひ、ご参加ください。
●日時／1月20日（水）午前10時～午後0時30分
●場所／区役所2階栄養室
●内容／管理栄養士の講話、調理実習
●対象／区内在住で18歳以上の方
●定員／20名（先着順）
●費用／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル 
●申し込み方法／12月21日（月）から申し込み先に電話または来所
●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）

〇2015年大晦日のつどい
～平成27年度山科“きずな”支援事業補助金交付事業～
　ひとりボッチでなくみんなで楽しく新年を迎えよう。飲み物等の差
し入れ大歓迎!運営ボランティアも募集中です。
●日時／12月31日（木）午後0時～3時
●会場／山科総合社会福祉会館2階
●費用／500円
●内容／開幕太鼓、太極拳、マジック、ビンゴゲーム大会、会食（年越し
そば、お雑煮 他）など
●申し込み方法／申し込み先にFAXまたは電話（運営ボランティアも
同様）。飛び入り参加も可。
●申し込み・問い合わせ先／（電話581-1352 FAX 591-9535）

〇小児慢性特定疾病医療受給者証の継続申請の受付
　小児慢性特定疾病医療費の助成を受けておられる方の継続申請の受

もてなす



11

付を行っています。
　対象となる方は、問い合わせ先に、必要書類（申請書類および税証明
書類など）をご提出ください。
●対象／小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童（18歳到達
後、引き続き治療を継続する場合は20歳未満）で、現在医療費助成を受
けており、平成28年4月1日以降も医療費助成を希望する方
●提出期限／平成28年2月5日（金）
●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）

〇ふれあい“やましな”2016区民ふれあい文化祭
～区民ギャラリー展示作品募集～
●展示日時／2月28日（日）　午前10時～午後5時
●展示会場／東部文化会館　創造活動室
●募集作品／
①絵画：「日本画」、「洋画」、「水彩画」、「版画」で30号（91㎝×62.5㎝）
以内。額装および軸物のこと
②書道：「軸物」、「額装」、「色紙」、「短冊」で半切以内
③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。人物等被写体の写真は要事前承諾
④リサイクルアート:不用品を使った実用性のある作品で、立体型は、
50㎝×50㎝×50㎝以内。平面型は、一辺が1m以内のこと
※各部門とも先着30点。一人1点で未発表のものに限る（リサイクル
アートはグループ出展可。ただし1グループ1点）。
●応募資格／区内在住または区内に通勤（通学）されている方（プロを除
く）
●申し込み方法／12月16日（水）から25日（金）までに、申し込み先で
用紙を記入の上、提出
●作品搬入／1月14日（木）、15日（金）
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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、賞状および記念
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／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
※区民ギャラリー終了後、「ふれあいやましな賞」「準ふれあいやまし
な賞」のうち、一般の部の作品は3月中旬ごろまで区役所に、小学生・
中学生、幼稚園・保育園の部の作品は3月下旬ごろまでアートロード
なぎつじに展示します。
●表彰式／2月28日（日）午前10時30分ごろから東部文化会館ホール
にて
●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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〇年末年始の業務案内
―申込・証明発行等の手続きはお早めに―
年末年始の各施設の休みの期間は以下のとおりです。

①生活関連施設
施設・連絡先 休みの期間

区役所（保健センター、
福祉事務所等）

（電話592-3050）

12月29日～１月3日
証明書発行コーナー

（市役所・四条・竹田・山科・
北大路・桂・西院・向島・
嵯峨・岩倉）
東部土木事務所

（電話591-0013）
市営駐車場・
市営自転車等駐車場 無休

撤去自転車等保管所 12月29日～１月３日

山科消防署
(電話592-9755) 無休

上下水道局山科営業所
（電話592-3058
 ＦＡＸ501-1746）
お客さま窓口サービスコー
ナー
(電話672-7770
 ＦＡＸ672-7773)

12月29日～１月３日
※修繕の申し込み、道路上
の水漏れ、下水道取付管の
清掃の連絡は電話または
FAXで常時可

中央斎場(電話561-4251) １月１日・２日

深草墓園(電話641-3559) １月1日～3日
※参拝のみ可

市立病院(電話311-5311) 無休(救急外来のみ)
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②区内の公共施設

診療科目 場　所 受付時間
（12月29日～１月４日）

小児科・
内科・眼科・
耳鼻咽喉科

※急病に対す
る応 急的な
診察のみ。

京都市急病診療所
(府医師会館１階)
(電話354-6021）

小児科／
午前10時～午後５時・
午後６時～午前０時
内科・眼科／
午前10時～午後５時・
午後６時～10時
耳鼻咽喉科／
午前10時～午後５時

歯　科

京都市休日急病歯
科中央診療所(府
歯科医師会口腔保
健センター１階)
(電話812-8493）

午前10時～
午後５時

施設・連絡先 休みの期間
山科図書館

（電話581-0503） 12月29日～１月５日

山科青少年活動センター
（電話593-4911）

12月29日～１月３日山科地域体育館
（電話595-9705）

アスニー山科
（電話593-1515）

東部文化会館
（電話502-1012） 12月28日～１月４日

③急病診療所　受診には保険証などをお忘れなく
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④市バス・地下鉄

⑤ごみ等　
※詳細は12月中旬に配布する「お知らせビラ」またはHPでご確認を。
◎定期収集（12月29日（火）まで・1月4日（月）からは通常の曜日どおり収集）

◎その他ごみ　

種類／期間 12月30日（水） 1２月３1日（木）～1月３日（日）
燃やすごみ 収集なし

収集なし

缶・びん・
ペットボトル

収集あり
(水・木・金区域を収集)

プラスチック製
容器包装

収集あり
(水・木・金区域を収集)

小型金属類・
スプレー缶 収集なし

種　類 施設・連絡先 休みの期間
大型ごみ

受付
（フリーダイヤル0120-100-530、
  携帯からは電話0570-000-247）

12月29日～1月３日(年内収集
の受付は12月23日まで)

持込ごみ
(有料)

南部クリーンセンター
(電話611-5362)

東北部クリーンセンター
(電話741-1003） 12月31日～1月３日

犬・猫などの
死体受付

（フリーダイヤル0120-100-921、
  携帯からは電話0570-000-614）

臨時し尿
収集

生活環境美化センター
(電話681-5361)

12月31日～1月３日(年内収集の
申込み受付は12月23日まで)

種　類 運行状況等

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30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。
1月1日（金・祝）は、地下鉄深夜便「コ
トキン・ライナー」の運行はなし。

定期券発売所 12月31日～1月3日休み
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〇情報掲示板

福　祉

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
給付金の支給
　重度障害がある方に対し、次の手当を支給しています。支給には申請
が必要です。制度の詳細はお問い合わせください。
①特別障害者手当
日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上で在宅の重度障害者（支
給額：月額26,620円）
②障害児福祉手当
日常生活で常時介護が必要な20歳未満で在宅および入院中の重度障
害児（支給額：月額14,480円）
③外国籍市民重度障害者特別給付金
旧国民年金法の国籍条項により障害者年金を受給できない重度障害の
ある外国籍市民（支給額:月額41,300円）
※①～③いずれも所得制限あり。年4回払い。
問い合わせ先　区支援課支援第二担当（電話592-3243）

保険・年金

社会保険料控除申告をお忘れなく
　平成27年中に納付された①国民健康保険、②後期高齢者医療制度、③介
護保険、④国民年金の保険料は、年末調整や確定申告で「社会保険料控除」
として全額が所得から控除されます。納め忘れがないかご確認ください。
問い合わせ先　①・②について/区保険年金課資格担当（電話592-
3105）、③について/区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）、④に
ついて/中京年金事務所（電話256-3314）
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国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　保険料の納付は口座振替が便利です。お申し込みには次のものを持
参のうえ、金融機関、郵便局または問い合わせ先へお越しください。
①国民健康保険記号番号または、後期高齢者医療被保険者番号と徴収
番号が分かるもの（領収書・納入通知書等）
②預（貯）金通帳・口座の届出印
※特別徴収による納付の方で、口座振替への変更を希望する場合、問い
合わせ先に申し込みと併せて納付方法の変更をお申し出ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

お知らせ

献血
12月24日（木）
10：00～11：30、12：30～16：00
場所　フレスコ山科店変形交差点角
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

相　談

国民健康保険夜間納付相談
　夜間の開庁日を設けています。普段お仕事等でお越しになれない方
もこの機会にお越しください。
日時　12月17日（木）17:15～19:30。
場所　区保険年金課7番窓口。
問い合わせ先　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）。
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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　1月14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）

行政書士の市民困りごと無料相談
日時　1月19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 　お問い合わせは各施設まで

山科図書館（電話581-0503）
Head Shouldersで遊ぼう!　英語で手遊び他
日時　12月19日（土）・1月16日（土）11：00～

クリスマスを歌おう　英語のクリスマスソング
日時　12月25日（金）11：00～

おたのしみ会　絵本の読み聞かせ他
日時　12月26日（土）11：00～

よんでよんで赤ちゃんの会
赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　1月18日（月）11：00～
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テーマ図書の展示と貸出
1月は、一般書「食」、絵本「干支（さる）」

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
12月21日（月）
10：00～10：40　　場所　大塚小
11：00～11：40　　場所　大宅小

山科中央老人福祉センター（電話501-0242）
①肩こりと首の病気のお話
日時　1月21日（木）13：30～14：30。
定員　70名（先着順）。
対象　市内在住で60歳以上の方。
申し込み方法　1月4日（月）から当センターへ。

②初めての囲碁講座
日時　毎週木曜日（1月7日～3月24日）10：00～11：30。
定員　10名。
対象　囲碁初心者の方（市内在住で60歳以上）。
申し込み方法　12月28日（月）までに当センターへ。
①・②とも場所　当センター。

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（ホームページから）

 京都いつでもコール 検索

総人口／134,346人
　男性／63,699人
　女性／70,647人
世帯数／59,649世帯
平成27年9月1日現在
（山科区推計人口）
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〇第27回市民スポーツフェスティバル
―山科区は総合3位！―
　11月3日、西京極総合運動公園で第27回市民スポーツフェスティバ
ルが開催され、山科区からは各種大会に30チーム、約250人が出場し
ました。
　当日のグラウンド・ゴルフ大会において、山科が1位、2位、7位に入
賞したことや、8月実施のバレーボール祭において出場した4チームが
すべて優秀賞を獲得したことにより、第10回大会以来、17年ぶりに総
合第3位に輝きました。
●種目別成績（入賞以上）
①グラウンド・ゴルフ
1位：大宅
2位：音羽
7位：鏡山
②ソフトバレーボール
　優秀チーム
　鏡山B、陵ヶ岡、大塚、小野A、小野B
③ペタンク
　優秀チーム　鏡山A
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇市チャンピオン大会（女子バレーボール）
　11月15日、ハンナリーズアリーナで開催され
た同大会に、山科区からは、9月に開催した「山科
区民チャンピオン大会」で優勝した山階南チー
ムが2年ぶりに出場しました。同チームは、各区
を代表した並居る強豪チームを怒涛の勢いで抑
え、決勝戦では本能チーム（中京）とのシーソー
ゲームを粘りで制し、見事、2度目となるチャン
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ピオンの栄冠をつかみ取りました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇第25回山科区民ニュースポーツ祭
　11月9日、第25回山科区民ニュースポーツ祭が開催されました。グ
ラウンド・ゴルフ大会は、雨のため中止となりましたが、ソフトバレー
ボール大会は、白熱した試合が展開され、山階南体振チームが優勝、準
優勝という快挙を成し遂げました。
【成績】
優　勝：山階南A
準優勝：山階南B
3　位：山階B、百々 B
優秀賞：鏡山A、音羽A、大宅A
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇きょうと地域力アップ貢献事業者等表彰
―区内から3団体が表彰―
　11月15日、「きょうと地域力アップおうえんフェア」において、地域
コミュニティ活性化への取組に貢献している区内の次の団体が表彰さ
れました。
◎センチュリー21タナカヤ
　賃貸マンション建設の際、入居者に対して、町内会加入に向けた説明
会の開催等を実施。
◎京都橘大学人間発達学部児童教育学会げんKids★応援隊
　地域の地蔵盆や夏祭りに積極的に参画し、地域住民と交流しながら、
地域のつながりを生み出すことに尽力。
◎京都薬科大学 学生実習支援センター
　区内小学生を対象とした理科実験講
座など、地域の大人と子どもがともに交
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流・体験ができる取組を実施。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇地域団体とNPO法人が連携して行う
　まちづくり活動への寄附を募集しています
　市では、（公財）京都地域創造基金と協働で地域団体とNPO法人が
連携して地域課題の解決に取り組む活動に対し、市民の皆様から寄附
を募り、寄附額と同額を市から補助する支援制度を実施しています。山
科区では次の事業が採択されました。区民の皆様からの寄附を通じた
応援をお待ちしております。
●事業名／いじめ撲滅ミュージカルの上演
●実施団体／
【NPO法人】発起塾
【地域団体】大宅小学校運営協議会
●事業概要／ミュージカル集団の同法人が同協議会と連携し、「いじ
め」問題をミュージカル仕立ての分かりやすい演劇の形で小学生に紹
介し、いじめ根絶を目指します。
●問い合わせ先／市地域自治推進室市民活動支援担当（電話222-4072）
寄附方法・事業の詳細は�

〇フグ・カキによる食中毒に注意！
　毎年この時期、自分で釣ったフグを素人が調理することによる食中
毒事件が、全国的に発生しています。
　フグは種類により、卵巣や肝臓以外にも、猛毒のテトロドトキシンが
含まれていることがあります。食用できるフグの種類や食用部位の判
断は、フグ処理師等の専門家に任せ、釣ったフグを素人判断で絶対に食
べないようにしましょう。

京都地域創造基金
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　また、カキをはじめとする二枚貝には、食中毒の原因となるノロウイ
ルスが蓄積されていることがあります。ノロウイルスは少量でも体内に
入ると下痢、嘔吐等の食中毒症状を引き起こすことが知られています。
　生食用として販売されているもの以外は、必ず十分な加熱（中心温度
85～90℃で90秒以上）をして食べましょう。
●問い合わせ先/区保健センター衛生課（電話592-3489）

〇生活安全スポットニュース
要警戒
自転車盗難・振り込め詐欺

【自転車盗難防止の３箇条】
～自転車にも愛錠を～
①駐車時は、短い時間でも必ず施錠
②ワイヤーロックなどを使い、2重に施錠
③路上に駐車せず、駐輪場等定められた場所に駐車

【 振り込め詐欺の主な誘い文句】
～その電話全て詐欺です～
①名義を貸してくれ
②ゆうパックで現金を送ってくれ
③還付金があるのでATMに行ってくれ

◎振り込む前にまず相談！

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）
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第37回　みんなで「第2期山科区基本計画」に取り組もう!

連載　〇区民活動きずなリレー
いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト

～体操服のリサイクル～
　汚れたり、破れたり、着られなくなった古い体操服を、新しい体操服
に生まれ変わらせるプロジェクトが進んでいるのをご存知ですか?回
収した体操服が新しい体操服に生まれ変わるという循環を、半永久的
に続けることができる画期的なプロジェクトです。山科では3年前か
ら、13ある小学校全てで取り組まれています。
　プロジェクトメンバーの岡部さんにお話を伺いました。写真家であ
る岡部さんは、仕事の現場での廃棄物の多さから環境問題に課題意識
を持ち、廃材でピンホールカメラを作る活動をしていました。ある時、
京都市内の小学校で環境をテーマに授業をしたところ、岡部さんが着
ていた服がリサイクルできる繊維を使ったものだったことに子どもた
ちが興味を持ち、「私もリサイクルできる服を着たい」と言われたそう
です。とはいえ、子どもたちが自分で服を買えるのはもう少し先。「そ
れまで地球は待っててくれる?」と素直な疑問をぶつけられ、困ってし
まったとのこと。
　そこで、小学生に可能なことは何かと考えて、体操服をリサイクルす
るプロジェクトを始めたそうです。しかし、体操服メーカーからは学
校にも保護者にもエコは受け入れられないと難色を示され、学校の先
生には仕組みをなかなか理解してもらえないなど、実現には時間がか
かったそうです。
　それでも平成22年に、中京区の御所南小で全国初として開始され、
山科では平成25年から13校一斉に始まりました。大宅小学校の藤村校
長は「山科は学校指定業者が全て山科衣料組合のメンバーで、値段が上
がらないように協力してくれたことで全小学校が参加しやすかったと
思います。」と振り返られます。行政区の小学校が全て参加しているの
は、京都市内はもちろん、全国でも山科だけとのこと。「参加校はまだ
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それほど多くなく、山科がモデ
ルとなり広がってほしいです。」
と岡部さん。
　山科の各小学校では、子ども
たちがこのリサイクルについ
て勉強しています。現在は体操
服にリサイクルであることを示すマークとキャッチフレーズを組み合
わせたデザインを検討中で、山科の全小学生による人気投票で決める
そうです。
　身近な体操服によって、物を大切にする経験をした山科の子どもた
ち。成長して大人になるのが楽しみですね。（京都市まちづくりアドバ
イザー　佐藤友一）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）


