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山科区制40周年記念事業
〇山科疏水　花見大会
日時　4月3日（日）
　　　午前10時～午後4時※荒天中止
会場　�一燈園（いずみ幼稚園）駐車場一帯

（京阪京津線「四宮駅」徒歩10分）

　区制40周年を記念し、春爛漫！桜満開！の山科疏水周辺で花見大会
を開催。疏水沿いの桜をゆっくりと楽しめるお茶席やグルメブース、芸
舞妓による踊りの披露等のステージを用意。ご家族、ご友人揃ってお越
しください。

内　容
●�祇園東の芸舞妓による踊りの披露、来場者との記念撮影（先着30
名。正午から整理券配布）
●音楽演奏
【出演者（予定）】
＜午前の部＞
・山科区地域女性連合会筝曲サークル
・徳山流現代津軽三味線京琵泉
・小谷昌代（琵琶）　　・片岡恵、鈴木ヒロト（二胡）
・black�sax（サックス）
＜午後の部＞
・京都橘大学吹奏楽部
●お茶席・グルメブース（有料）
●一燈園資料館「香倉院」での特別展示（有料）

入場
無料
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同時開催　毘沙門堂観桜会
4月3日（日）　午前10時～午後3時
●内容／琴の演奏、お茶席（有料）
※別途拝観料要
祇園東の芸舞妓による踊り、記念撮影もあり
午後1時過ぎ～（予定）

詳細は、区役所等で配架中のパンフレットまたは
●問い合わせ先／山科区制40周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　（区総務・防災担当　電話592-3066）

〇引越しの季節に�区役所を日曜日臨時開所します
3月20日・27日、4月3日

市民窓口課において、届出・申請等の業務を行います。
【開所時間】
午前9時～正午

ＪＲ山科駅

安朱小学校

瑞光院

旧三条通 京阪四宮駅

諸羽トンネル

毘沙門堂

一燈園
香倉院

★★

洛東高校

琵琶湖（山
科）疏水

京阪山科駅 地下鉄山科駅

外環状線

文

文

Ｎ

毘
沙
門
道

イベント会場

※�会場には駐車場はありません。公共
交通機関をご利用ください。

祇園東の芸舞妓によ
る踊り、記念撮影も
あり
午後1時過ぎ～（予定）

山科疏水花見大会
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【取扱業務】
転入・転出・転居届、戸籍の届出、印鑑登録の申請、住民票の写し・印
鑑登録証明書等の発行など。
※�普段の業務のうち、税関係証明書の発行およびマイナンバーカード
の交付など一部取り扱えない業務があります。また、上記の取扱業務
でも対応できない場合があります。

※�同日、エコまちステーション（ごみの分別などの説
明）、上下水道局営業所の臨時窓口も業務を行います。
●問い合わせ先／市民窓口課（電話592-3094）

〇住民票の写し等の証明書発行は�
　ターミナル証明書発行コーナーが便利です
【場所】
ターミナル証明書発行コーナー（地下鉄山科・四条・竹田・北大路駅、
阪急桂駅）
【開所日時】
平日　午前8時30分～午後7時
土・日曜日　午前8時30分～午後5時
（祝日・年末年始は休み）
【取扱証明書】
①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、③印鑑登録証明書、④税関
係証明書、⑤戸籍関係証明書
【発行手続きに必要なもの】
本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）、印鑑登録証（③の発行を希
望する場合のみ）
※�平日の午後5時以降および土日は、④の即日発行不可。受付のみ行
い、発行は翌開所日以降になります。

※�⑤は山科・北・左京・南・右京・西京・伏見区を本籍とする方のみ発行可。
●問い合わせ先／市地域自治推進室（電話222-3085）
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〇水道使用の開始・中止の連絡はお早めに！
お引越し等で水道の使用を開始または中止される時は、希望日の一週
間前までに、問い合わせ先にご連絡ください。
●�問い合わせ先／上下水道局山科営業所（電話592-3058　FAX501-
1746　※4月1日から東部営業所に名称変更）

山科区制40周年記念事業
〇応援大使を任命
　1月12日、山科区制40周年記念事業オープニングイベントにおい
て、山科のゆるキャラ「もてなすくん」と清水焼団地協同組合のマス
コット「きよまろ」、そして山科出身で、中日ドラゴンズコーチの波留敏
夫氏を、山科区制40周年記念事業応援大使に任命しました。
　応援大使の3人と一緒に、40周年を盛り上げていきます。お楽しみに！

●問い合わせ先／山科区制40周年記念事業実行委員会事務局
　（区総務・防災担当電話592-3066）

〇大宅中学校夜間校庭開放事業
―平成28年度使用登録団体を募集します―

　昼間にスポーツをする時間がない社会人の方にスポーツを楽しんで

祝 

山
科
区
制
40
周
年

きよまろ

もてなすくん©中日ドラゴンズ
波留敏夫氏

きよまろ
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いただくとともに、地域のスポーツ振興を図
るため、大宅中学校で夜間校庭開放事業を実
施しています。施設を利用し、スポーツで心
地よい汗を流してみませんか。
●使用時間／午後7時～9時
●費用／500円（1時間）�
●実施可能なスポーツ／ソフトボール、グラウンドゴルフ、フットサル等
●�ご利用方法／事前の団体登録が必要です。ご希望の方は、お住まいの
学区の体育振興会にお問い合わせください。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

山科の四季　春　
〇はねず踊りと今様
3月27日（日）
午前11時
午後0時30分
午後1時30分
午後3時（計4回）
●場所／隨心院境内（雨天時は能之間）
●費用／大人1,000円、中学生800円（拝観・梅園入園料含む）
●問い合わせ先／はねず踊り保存会（電話571-0025）
「はねず踊り」とは�
　隨心院ではねず（薄紅色）の梅が咲くころ、小野小町と深草少将に扮
した少女たちが、二人の悲恋をわらべ歌にあわせ優雅に舞う催し。
　起源は、江戸時代の元禄年間。大正時代に後継者不足から一時途絶え
ていたが1973年（昭和48）に復活し今年で43回目を迎えます。
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〇「クルマに頼りすぎない暮らし」をお勧めします！
3つの利点
①健康にいい！
　歩く機会を増やすことで、健康増進につながります。
②まちの活力にいい！
　徒歩やバス・電車だと、まちなかで買い物や食事をするようになり、
まちがもっと賑わいます。
③環境にいい！
　二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を減らすには、車の利用を控
えることが非常に有効です。
●問い合わせ先／市歩くまち京都推進室（電話222-3483）

〇第41回�山科義士まつり
　写真コンクール入賞作品
　昨年12月14日に行われた山科義士まつりをテーマにした写真コン
クールにおいて、上位入賞された方の作品を紹介します。

山科義士まつり
実行委員会会長賞

『しゅくしゅくと』
塩見�芳隆さん
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入選

『まつりの始まり』�
桑原�秀樹さん 『統率の眼力（とうそ

つのめぢから）』
田中�雅之さん

『想いよ、届け！』
松井�由香さん

『紅葉が見送る四十七士』
廣瀬�公一さん

『内蔵助曲り角に
注意して』

赤澤�善造さん

京都新聞賞

『いそげ！吉良邸へ』
木村�靖さん

山科区長賞

『出陣』
吉川�浩美さん

大石神社賞

『忠義を称える』
広田�和夫さん

●問い合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

ふれあい“やましな”2016区民ふれあい文化祭
〇区民ギャラリー受賞者決定
　2月28日に開催された区民ふれあい文化祭「区民ギャラリー」に出展
された作品195点の中から、各部門の「ふれあいやましな賞」受賞作品
（最優秀作品）を紹介します。
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絵画
一般の部

「モンマルトルの朝（パリ）」
柏原�邦三さん

「漢詩」
金丸�修さん

「四ノ宮のお地蔵さま」
寺西幼稚園5歳児
川崎�紗里花さん

「誇れる学校」
山階小学校5年生
鈴木�一誠さん

音羽中学校3年生
田中�莉沙さん

「初稚児」
吉川�浩美さん

「リサイクルが伝統作品に�」
寺戸�八百敏さん

書道
一般の部

絵画
小学生・中学生の部

書道
小学生・中学生の部

リサイクルアート
一般の部

絵画
保育園・幼稚園の部

写真
一般の部

ふれあいやましな賞

●�問い合せ先／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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〇情報掲示板

保険・年金

国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
◦保険料を特別徴収により納めている方へ
　平成28年2月時点で平成27年度分保険料を特別徴収により納付さ
れている方は、原則、平成28年度分保険料も、引き続き特別徴収により
納めていただきます（4月・6月・8月の各月は平成28年2月と同額を仮
徴収し、その後は、決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を
10月・12月・平成29年2月の3回に分け納付）。
　なお、問い合わせ先への申し出により、口座振替による納付に変更す
ることができます。ご希望の方は、口座振替の申し込みとあわせて納付
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）
◦今月は平成27年度分保険料最後の納付月です
　保険料の滞納がある場合は至急納付してください。災害等の特別な
事情なく滞納している世帯に対しては、財産を差し押さえる場合があ
ります。
　なお、納付に困難な事情がある場合は、至急問い合わせ先にご相談く
ださい。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）
◦高額医療・高額介護合算療養費制度
　医療保険と介護保険の両方の制度を利用している場合、毎年8月か
らの1年間にかかった負担額を合算し、限度額を越えた額を返還する
制度です。
　返還手続きは、平成27年7月31日現在、加入中の医療保険・介護保険
それぞれで行う必要があります（後期高齢者医療制度にご加入の方は
区保険年金課での手続きのみで可）。返還手続きの詳細はお問い合わせ
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ください。
問い合わせ先　京都市国保・後期高齢者医療に加入中の方／
区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
介護保険に加入中の方／
区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）
お勤め先の医療保険等に加入中の方／
加入中の各医療保険等まで

福　祉

京都市重度障害者タクシー利用券の継続交付
　現在お持ちの重度障害者タクシー利用券の有効期限は3月31日（木）
です。4月以降も引き続きタクシー利用券が必要な方は、3月23日（水）
以降に、平成28年度分の交付申請を行ってください。申請が5月以降に
なると、交付枚数が減りますのでご注意ください。
必要なもの　身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手
帳、印鑑（朱肉用）。申し込み方法　問い合わせ先へ。
問い合わせ先　身体障害・知的障害の方／
区支援課支援第二担当（電話592-3243）
精神障害の方／
区保健センター母子・精神保健担当（電話592-3479）

母子家庭等自立支援給付金事業
　母子家庭の母、父子家庭の父の就業のため、次の給付金事業を実施し
ています。共に所得等の制限あり。
自立支援教育訓練給付金事業
　厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講する場合、受講費用の一部を
支給。
支�給額　受講費用の20％（上限10万円、下限4千円）。
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対象　雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を持たない方。
申し込み方法　受講申し込み前に問い合わせ先へ。
高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、介護福祉士等の資格取得のため、法令の定めによる養成機関
で2年以上のカリキュラムを修業した場合、申し込み月以降の修業期
間中（上限2年）に、給付金と修了支援給付金を支給。
支�給額　市民税非課税世帯／給付金:月額10万円、修了支援給付金:5万
円。市民税課税世帯／給付金:月額70,500円、修了支援給付金25,000
円。
申し込み方法　受講開始後に問い合わせ先へ。
※定期的な在籍証明書等の提出が必要。
問い合わせ先�区支援課支援第一担当（電話592-3247）

お知らせ

献血
日時　3月24日（木）10:00～11:30、12:30～16:00。
場所　勧修小。
日時　3月25日（金）10:00～11:30、12:30～16:00。
場所　山階南小。
日時　3月30日（水）9:30～12:00、13:00～15:30。
場所　マツヤスーパー山科三条店前。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

相　談

保険料の夜間納付相談
　次の日程で夜間の納付相談を実施しています。普段はお仕事等でお
越しになれない方も、この機会に是非お越しください。
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日�時　3月17日（木）・29日（火）。17:15～19:30。場所　区保険年金課7
番窓口。
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　4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）

行政書士による市民困りごと無料相談
日時　4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692-2500）

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）
HeadShouldersで遊ぼう　英語で手遊び他
日時　3月19日（土）11:00～。

おたのしみ会　絵本の読み聞かせ他
日時　3月26日（土）11:00～。
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赤ちゃんの会�―だっこくらぶ―
1歳児前後を対象とした絵本の読み聞かせ他
日時　4月4日（月）11:00～。

テーマ図書の展示と貸出
4月は、一般書「新生活」、絵本「はな」。

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
3月28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。
3月30日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。11:00～11:40　場所　大宅小。

東部文化会館（電話502-1012）
京都弦楽合奏団スプリングコンサート
　平成27年度文化芸術活性化パートナーシップ団体「京都弦楽合奏
団」による公演。演奏曲　ドボルザークピアノ五重奏曲他。
日時　3月27日（日）14:00～16:00（開場13:30）。
場所　当会館ホール。
費用　無料。
定員　550名（全席自由。先着順）。

いずみ幼稚園（電話581-8514）
地域子育て支援事業　園庭開放
　おひるごはんを持って遊びに来てください。
日時　毎週水曜日（3月23日・30日、4月6日を除く）10:00～15:30。
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費用　無料。
申し込み方法　不要。

平成28年�春の全国交通安全運動

○期間／4月6日（水）～15日（金）
（交通事故死ゼロを目指す日:4月10日（日））
○スローガン／
無事故への　スタートライン　停止線
○運動重点／
◦�自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用　五則の周知
徹底）

◦�後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

◦飲酒運転の根絶
◦歩行者の安全な通行の徹底
◦二輪の事故防止
○問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

市政情報総合案内コールセンター
〇京都いつでもコール
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／135,116人
　男性／64,052人
　女性／71,064人
世帯数／60,524世帯
平成28年2月1日現在
（山科区推計人口）
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山科区民デー特別企画
京都のプロバスケットチーム
〇「京都ハンナリーズ」を応援しよう！
　4/16（土）午後6時～
�　　　　　　　　　　VS�高松ファイブアローズ
　4/17（日）午後2時～
会場　ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）

特別企画１
　各日1階席3組6名様、2階席15組30名様をご招待！
●対象／区内在住の方
●�申し込み方法／往復はがきまたは京都ハンナリーズのホームページ
から
（往復はがきの場合）
　往信用裏面に住所、氏名、電話番号、観戦希望日、席種（1階・2階）を、
返信用表面に郵便番号、送付先住所、氏名を記入の上、〒601-8046南
区東九条西山町8「京都ハンナリーズ山科区民デー招待係」まで。
締切　3月31日（木）消印有効（多数抽選）
特別企画2
　2階自由席�一般千円、小中学生700円の特別価格でご優待!
●入場方法／区内在住、通勤、通学を証明できるものまたは本紙を当日
券売り場で提示の上、チケットを購入
●問い合わせ先／京都ハンナリーズ（電話050-5533-5588）

―就職・引越しのシーズン―
〇国民健康保険の届出もお忘れなく
　次の①・②に記載の事由に該当する場合、国民健康保険（以下「国保」）
の届出が必要です。該当したときから14日以内に、届け出先で手続き
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をお済ませください。
　なお、加入の届け出が遅れた場合、遅れた期間（最長2年間）の保険料
はさかのぼって納めていただくことになりますが、届け出の日までの
医療費は原則自己負担となります。ご注意ください。
①国保に入るとき
（1）退職などで職場の健康保険や国保組合をやめたとき
（2）入国および他の市町村から転入したとき
②国保をやめるとき
（1）就職などで職場の健康保険や国保組合に入ったとき
（2）出国および他の市町村に転出するとき
●届け出・問い合わせ先／区保険年金課資格担当（電話592-3105）

〇「みんなのエコアクション！山科」入賞取組
　皆さんもこれらの取組を参考に、地球環境にやさしい生活を実践し
てみませんか。

団体・地域の部
〈最優秀賞〉
「落ち葉を使って腐葉土づくり」
京都市立安朱小学校
　校内の落ち葉で腐葉土を作成。できた腐葉土は、
校内の花壇やプランターに植物を植える際に利用。

〈優秀賞〉
「ゴーヤのグリーンカーテンで節電効果ＵＰ！」
京都市山階児童館
　夏の間は、西日がきつく、室内温度も上昇し、クーラーも
毎日フル稼働でしたが、グリーンカーテンを始めてから
は、見た目も涼しく節電にも役立っています。

安朱小学校正門の
花時計にも腐葉土
が入っています。
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企業の部

〈最優秀賞〉
「継続的な取組による省エネを実践!」
科研製薬株式会社　京都事業所
　空調冷暖房温度管理の推進、無駄な照明の間引き、LEDへの切り替
え、環境省が呼びかけている「CO2削減・ライトダウンキャンペーン」
への参加、毎月16日をライトダウンの日と定めた活動などを実施。

〈優秀賞〉
「体操服エコリサイクルプロジェクト『いってらっしゃい、
おかえりなさい』」
山科学生衣料組合
　エコ体操服をより広めていくために、山科区の小学生全員の投票に
より選ばれたロゴマークを来年度から新１年生の体操服に付け販売。

●�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）

〇3月22日（火）から区役所の窓口配置が変わります
来庁の際はご注意ください

変更窓口

・保護課（23番窓口）１階→２階へ
・福祉介護課の一部（21・22番窓口）１階→２階へ
・山科税務センター（10・12番窓口）２階→１階へ
※窓口番号、電話番号の変更はありません。

OFF
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●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3065）

〇地域消防最前線
カセットボンベ・スプレー缶の廃棄方法

　昨年末、区内で殺虫スプレーの廃棄方法を誤り、スプレー缶に残って
いたガスにコンロの火が引火する事故がありました。
　カセットボンベや、殺虫スプレー、消臭スプレー、整髪スプレーなど
のスプレー缶は、中身に可燃性ガスが使われており、廃棄方法を誤る
と、引火や爆発などの事故につながる恐れがあります。
　事故防止のため、次の手順で廃棄しましょう。

2 階

1 階

福祉
介護課

福祉
介護課 保護課

…変更箇所

  窓口配置図【3月22日（火）～】

山科税務
センター

市民窓口課

山科エコまちステーション

衛生課

支援課市民窓口課保険年金課

地域力推進室

4 37

9

1

8

6 5 26 25

1231
34
35 32 36

21 22 23 27 28

10健
康
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◎廃棄方法
1　カセットボンベは、完全に使い切り、スプレー缶は、火
気の無い屋外等で中身を出し切る
2　穴をあけずに、小型金属類として定められた日に回収に出す
●問い合わせ先／山科まち美化事務所（電話573-2457）
　　　　　　　　山科消防署（電話592-9755）

〇犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく
　生後91日以上の飼い犬は、毎年一回の狂犬病予防注射と生涯一度の登
録が義務付けられています。次の日程で予防注射と登録を行います。会場
にお越しになれない方は、動物病院で必ず受けるようにしてください。
●会場での費用／注射のみ：3,300円　　登録と注射：6,900円

会　場 日時（全て 4月）
鏡山小（正門） 4日（月）　午後2時～3時
音羽川小（東門） 5日（火）　午後2時～2時30分
山階小（南門） 5日（火）　午後3時～3時30分
山階南小（正門） 6日（水）　午後2時～3時30分
四ノ宮地蔵堂 7日（木）　午後2時～2時30分
安朱小（正門） 7日（木）　午後3時～3時45分
勧修小（正門） 8日（金）　午後2時～3時
山科保健センター
（山科区総合庁舎南側） 10日（日）　午後2時～3時30分

音羽小（正門） 11日（月）　午後2時～2時45分
花山中学校（正門） 12日（火）　午後2時～3時15分
大塚自治会館 13日（水）　午後2時～2時45分
陵ヶ岡小（北門） 14日（木）　午後2時～2時45分
百々小（東門） 15日（金）　午後2時～3時30分
理容あかつき駐車場
（新十条通大石道交差点
を東に50m南側）

18日（月）　午後2時～2時45分

小野自治会館 19日（火）　午後2時～2時45分
大宅小（南門） 20日（水）　午後2時～3時
小金塚集会所 21日（木）　午後2時～2時45分
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※会場には、犬を制止できる方が犬にリードなどを付けお越しいただき、ビ
ニール袋などを携帯し、責任を持ってフンや尿の後始末をしてください。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

第39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
一人ぼっちで大晦日を過ごさせない　

～大晦日のつどい～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）

　1年の終わり、大晦日。みなさんは何をして過ごされますか?
　テレビを見ながらゆっくり正月を迎える人。ぎりぎりまで仕事が忙
しく、大慌てで水周りを掃除する人。家族と除夜の鐘をつきに出かける
人。新年へのカウントダウンイベントを楽しむ人…。
　山階学区では一人で寂しく大晦日を過ごす人が、楽しく正月を迎え
られるよう「大晦日のつどい」という行事を開催しています。この年末
の開催で4年目となり、参加者もどんどん増えている。そんなつどいを
主催する山階社会福祉協議会会長の住友さんにお話を伺いました。
　開催のきっかけは、「学区内で避難生活を送っている東日本大震災
の被災者が、寂しく年末を過ごしているらしい。」という話を耳にした
ことだそうです。大晦日は孤独の寂しさがいっそう身にしみる、そんな
ことを思い、被災者だけでなく独居の高齢者、障害者で一人ぼっちの人
も一緒に楽しんで新年を迎える会を企画したとのこと。
　とはいえ「大晦日」はスタッフ自身も家庭が忙しい日。集まることが
できるのか半信半疑だったそうですが、企画会議を重ねるうちに熱意
も高まり、平成24年の大晦日に第1回目が開催されました。スタッフは
学区のすこやかサロンを毎月運営するメンバーに加えて、山階ボラン
ティアセンターなど地域の人、各種施設からの応援、学生ボランティア
など。
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　平成27年の内容は、和太鼓の演奏で始まり、山科の歴史についての
講演や、マジック・太極拳などのステージ鑑賞、ビンゴゲームなどの企
画が満載。食事も年越しそば、お雑煮に加えて手作りの料理が用意さ
れ、総勢170人を超える参加者が楽しみました。
　「帰り際に『また来年もやってね』と声をかけられるとうれしいね
え。」と住友さん。つどいのおかげで顔見
知りの参加者も増えたそう。心配は、こ
れ以上人が増えると現在の会場では収
まりきらないことです。これだけの規模
のイベントを、大晦日という特別な日に
実施できる。その訳は「普段から、すこや
かサロンで食事を出すのに慣れているからできるんやろうねえ。」とス
タッフを信頼する住友さん。今年の大晦日も実施の予定です。
　最初は恐る恐る始めた企画が、今では学区の恒例行事として定着し
たようです。一人ぼっちをなくしたいという思いから始まったこの事
業。同時にスタッフの連携も強まっているようです。（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）


