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山科区制40周年記念事業メインイベント
10月29日、新十条通が歩行者天国に！

 〇光りのアートフェスタ in 山科

区内の全小学校（5,948名）が制作！
「ひかりの実」イルミネーション
小学生が「笑顔」を描いたアート作品「ひかりの実」を、街路樹に飾り付け。
新十条通りを、色鮮やかに彩ります。

1,000人の提灯行列

山科おやじフェスタ
飲食・縁日エリア
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京都橘高等学校マーチングバンド演奏

まちかどパフォーマンス
大道芸・ジャグリング　ほか

ステージイベント

　　ミサイルマン　　　小泉エリ　ほか

日時　平成28年10月29日（土）　17:00〜20:30
※交通規制（16:00〜20:30）
プログラム（予定）
17:00　京都橘高等学校吹奏楽部マーチングバンド

オープニングパフォーマンス
17:15　区内1,000人の小学生による提灯行列
18:15　ステージイベント（ミサイルマン・小泉エリ ほか）
18:30　大道芸、ジャグリングなどのまちかどパフォーマンス

17:00〜20:30
・山科おやじフェスタ（飲食・縁日エリア）
・君もパイロット（フライトシミュレータ体験）など

●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））
※ イベントの詳細は、10月15日号およびパンフレット等で後日お知らせ

します。
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交通規制のお知らせ
開催当日は公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
山科区制40周年記念事業「光りのアートフェスタ in 山科」
日時　平成28年10月29日（土）16:00〜20:30（交通規制時間）
区間　 新十条通　西野道〜外環状線交差点間（車両通行禁止・自転車

も通行禁止）

ご協力をお願いします
山科区制誕生40周年を記念する様々な事業の一環として、区内の小
学生の参加により「光のアートフェスタ in 山科」を開催します。アー
ティスト高橋匡太氏の演出による「ひかりの実」を街路樹に点灯する
他、大規模なパレードや、まちかどパフォーマンスを行い、エリア内
にステージや物販・飲食テントを設置し賑わいを創出します。
参加者や来場者の安全確保の観点から交通規制を実施します。何
卒ご理解を賜り、ご協力をお願いいたします。

■主催：山科区制40周年記念事業実行委員会
■お問い合わせ　実行委員会事務局　山科区役所地域力推進室
　　　　　　　　（電話592-3066）
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山科区制40周年記念事業

 〇山科の魅力探訪
〜あなたも山科の魅力の語り部になりませんか〜
　山科の歴史的・文化的な史跡をはじめとする山科の魅力を、講師の
解説付きで、３つのコースに分かれて探訪します。
　また、今年度はコース中に座学（講演等）も実施します。
●日時／10月10日（月・祝）午前10時30分〜午後３時30分頃
　　　　（予備日：12月３日（土））
●費用／200円（保険料、資料代）
●定員／各コース20名（先着順）

【探訪コース】（一部変更になる場合あり）
（１）妙見道コース
地下鉄東野駅【集合】→五条通り→ゴルフ道→中央用水→実如・証
如上人の墓場→皇塚→妙見寺→旧東海道線（引き上げ線）線路下ト
ンネル跡→天神社（昼食・座学）→宝迎寺境内にある学の瓦（大塚夜
学舎）→常夜灯→城山菊太郎の温室ぶどう園跡→旧京都カントリー
倶楽部とゴルフ場→京都刑務所→仏光寺旧祉碑→称名寺鍬痕観音
→熊谷蓮心表徳碑→山科三ノ宮→上村堤防→真光寺→地下鉄東野
駅【解散】

（２）山科本願寺と蓮如コース
京阪四宮駅前【集合】→若宮八幡宮（音羽観音・大津皇子粟津王供養
塔等）→南殿光照寺（南殿発掘調査跡等）→蓮如上人御指図井→實如
證如上人墓→本願寺山科別院（西御坊）（昼食・座学）→御坊道道標
→東御坊→蓮如上人銅像跡→蓮如上人御廟所→山科中央公園（土塁
跡等）→山科本願寺発掘調査跡（国史跡指定部分）→西宗寺→（国道）
山科西野バス停【解散】
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（３）大名岩コース
小山バス停【集合】→小山市民センター（昼食・座学）→白石神社

（「一〇」刻印と矢穴列）→小山石切場跡（矢穴痕、矢穴列）→音羽川に
残る矢穴・矢穴痕→「十」刻印→文禄・慶長初期矢穴石→小山市民
センター（トイレ）→小山バス停【解散】
※急な山道のため体力に自信のない方にはお勧めできません。

● 申し込み方法／９月15日（木）から10月５日（水）までに、申し込み先
に来所

●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

食品衛生リスクコミュニケーション事業　京都薬科大学公開講座
 〇「食の安全・安心講習会と薬用植物園見学会」

●日時／10月22日（土）午後１時〜４時30分（正午受付開始）
●会場／京都薬科大学　躬行館３階　T31講義室
●内容／
　◆講演①「働く人と共に歩む、安全・安心な職場づくり」
　　（株式会社ロマンライフマールブランシュ事業部製造部部長
　　田中滋之氏）
　◆講演②「食中毒の予防はちょっとした知識から」
　　（京都薬科大学学長後藤直正氏）
　◆見学　京都薬科大学　薬用植物園御陵園
※荒天時は講演に振替。
園内は足元が悪いため、運動靴等でお越しください。
●定員／見学会のみ先着50名
●費用／無料
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）
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 〇ふれあい“やましな”2016区民まつり
　ステージ出演団体募集
　ふれあい“やましな”2016区民まつりの
ステージに出演される団体を募集します。
　皆様の日頃の活動の成果を発表し、区民
まつりを一緒に盛り上げませんか。ご応募
をお待ちしています。
●出演日時／11月23日（水・祝）午前10時50分〜午後３時
　　　　　　（１団体約15分の出演）
●場所／山科中央公園
●申し込み資格／区内で活動されている団体
●募集団体数／７団体（申し込み多数の場合は、実行委員会で選考）
● 申し込み方法／申し込み先で配布（区役所ホームページにも掲載）す

る申し込み用紙に記入し、申し込み先へ（郵送・FAX・持参）
●申し込み期間／９月15日（木）〜30日（金）【必着】
● 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　〒607-8511　住所記入不要　FAX502-8881
電話592-3088）

 〇清水焼の郷まつり
第42回大陶器市×京都ちーびずマルシェ
　年に一回、京焼・清水焼を中心に魅力的な器
を大変お得な価格で購入できるチャンス！また、
京都府内の物産が一堂に会する“京都ちーびず
マルシェ”や、陶芸体験などのイベントも同時開
催。“きよまろ”にも会えるよ！
●日時／10月14日（金）〜16日（日）　
　　　　午前９時30分〜午後５時
●場所／清水焼団地一帯
●問い合わせ先／清水焼団地協同組合（電話581-6188） きよまろ
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 〇第９回　やましな駅前　陶灯路
〜テーマ〜「華」
　約２千個の清水焼の陶器や切子グラス
の中で、ほのかに揺れる蝋燭の灯りと、オ
カリナや二胡などの心地よい生演奏が皆
様をお迎えします。
　今年のテーマは、山科の華々しい未来と
区民の皆様の華咲く笑顔をイメージした

「華」です。10月８日は山科駅前に是非お越しください。
●日時／10月８日（土）午後６時〜８時　雨天はホテル前のみ実施
●場所／ラクト山科公園、ホテルブライトンシティ京都山科周辺　ほか
●問い合わせ先／やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）

光のアートフェスタ in 山科
 〇1,000人のひかりの提灯行列　参加者大募集！

　歩行者天国になった新十条通を提灯を持ちパレードしていただく参
加者を募集します。
●日時／10月29日（土）　午後５時15分〜６時
　　　　（少雨決行。午後４時10分集合）
●会場／新十条通
●参加費／無料（記念品プレゼントあり）
●対象／区内在住または通学されている小学生
※保護者（18歳以上。お子様１名につき１名まで）同伴必須
●定員／1,000名（多数の場合は抽選）
● 申し込み方法／９月30日（金）（必着）までに、区役所ホームページの

申し込みフォームからお申し込みください。
※電話、FAX、メールからでも可。次の必要事項をお伝えください。

〈必要事項〉①イベント名、②同伴者(保護者)氏名、③同伴者連絡先（郵
便番号・住所・電話番号）、④参加者氏名・通学先の学校名・学年。２
名以上での参加を希望する場合は全員分を記載。

山科駅前を、ほのかに照らし
ます。
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※当落は、郵送で通知。当選者には集合場所や注意事項等を記載の資
料を送付します。
● 申し込み先・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　FAX502-1639　メール：
yamashina@city.kyoto.lg.jp）

山科区役所ホームページ
http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/
※トップページの専用バナーから申し込みフォームにお進みください。

予約必須
 〇マイナンバーカードの日曜臨時交付を開始します

●日曜臨時交付日／①９月25日（日）②10月30日（日）
　③11月27日（日）④12月25日（日）
●交付時間／午前９時〜午後４時
●予約方法／平日の午前8時30分〜午後５時に予約先へ
　※予約枠には、限りがありますので、お早めにご予約ください。
●交付場所・予約・問い合わせ先／
　区市民窓口課マイナンバー担当⑨窓口（電話0570-07-2372）
　※つながらない場合は（電話592-3050）

総人口／ 134,935人
　男性／ 63,941人
　女性／ 70,994人
世帯数／60,769世帯
平成28年８月1日現在

（山科区推計人口）
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 〇情報掲示板

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
国保加入の届出は14日以内に
　次の①〜④の事由に該当した場合、14日以内に加入の届出をしてく
ださい（職場の健康保険、後期高齢者医療等に加入中の場合を除く）。
　①他の市町村から転入した
　②退職などで職場の健康保険や国保組合をやめた
　③生活保護を受けなくなった
　④国保の加入者に子どもが生まれた
※ 届出が遅れても、保険料は本来加入すべき時点にさかのぼって納め

ていただきます（最長２年。その間の医療費は原則自己負担）。

■10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　10月から保険料を特別徴収（年金からの引き落とし）により、保険料
を納付いただくことになる方には、７月に開始通知をお送りしています。
　特別徴収から、口座振替に納付方法の変更を希望される方は、問い合
わせ先にお申し出ください。３〜４カ月後に特別徴収が停止されます。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

お知らせ

■第48回「明日の山科を考える」山科区自治連合会連絡協議会
　総会開催
　８月５日、平成28年度山科区自治連合会連絡協議会総会が開催され
ました。
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　今年度は、「まち歩き」を実施された学区からの
報告に加え、地域の防災・防犯をテーマに、区内13
学区の自治連合会の皆様による討論等が行われま
した。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

■９月24日〜30日は「結核予防週間」です
　結核は、症状がかぜによく似ているため、気づかないで病状を悪化さ
せてしまったり、他人に感染させてしまうことがあります。
　次の症状が複数当てはまる方は、医療機関を受診してください。それ
以外の方も、年１回は区保健センターで実施中の胸部検診（レントゲン
検査）を受診しましょう。

【結核の症状】
　・２週間以上咳やたんが続く
　・風邪薬が効かない、風邪がなかなか治らない
　・だるさや食欲不振が続いている
　・最近やせてきた

【区保健センターで実施中の胸部検診】
日時　毎月第２・第４金曜日9:00〜10:30。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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）

■献血
日時　 9月21日（水）。
場所　山階南小。
日時　 9月29日（木）。
場所　グルメシティヒカリ屋駐車場。
日時　10月 7日（金）。
場所　ラクト山科公園。
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いずれも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）

相　談

■成人・妊婦歯科相談
　口腔疾患（むし歯、歯周病等）予防・早期発見のための相談を受付。
日時　９月23日（金）9:00〜10:30。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方。
場所　区保健センター。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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）

■弁護士による京都市民法律相談
（10月から予約制に変更）
【９月】
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。

【10月〜】
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）。
予約方法　 相談日の週の月・火曜日の8:30〜17:00または、相談日当日

の8:30〜14:45に問い合わせ先に電話または来所（定員にな
り次第、受付終了）。

場所　区第２会議室。
定員　12名。
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　10月13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　９月20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）

■Head Shouldersで遊ぼう！
英語の歌や手遊び他
日時　９月24日（土）14:30〜。

■赤ちゃんの会　−トコトコくらぶ−
うた、絵本の読み聞かせ他
日時　９月26日（月）・10月17日（月）11:00〜

■赤ちゃんの会　−だっこくらぶ−
絵本の読み聞かせ他
日時　10月３日（月）11:00〜。

■中高年向整体体操
日時　10月７日（金）11:00〜。
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■山科区制40周年記念事業　講演会「山科の学校史」
講師　和崎光太郎氏（学校歴史博物館学芸員）。
場所　アスニー山科。
日時　10月12日（水）10:30〜。

■テーマ図書の展示と貸出
10月は、一般書「食欲の秋」、絵本「たべもの」。

移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
９月26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。
９月28日（水）
10:00〜10:40　場所　大塚小。
11:00〜11:40　場所　大宅小。

京都橘大学（電話574-4186・電話571-1111）

■第12回たちばな健康相談
内容　
・骨密度、脳年齢、身体測定
・塩分チェック　〜味噌汁や煮物の汁をお持ちください〜
・塩分・糖分の含有量を示す食品の展示
・ストレスチェック
・肩こり解消体操
・健康相談　など
日時　10月23日（日）10:00〜15:00（受付終了14:30）。
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場所　京都橘大学　清優館３階　第１実習室。
費用　無料。

 〇山科区「健康づくりサポーター」養成講座　開講
〜あなたもキャット・ハンズに仲間入り!〜

健康づくりサポーター（通称：キャット・ハンズ）とは・・・
　区保健センター職員と一緒に、また自主的に、健康づくりに関す
る経験や知識を活かした活動を行うボランティア。

〈活動内容〉
・区保健センターの健康教室や
　「キャット・ハンズと歩く健康ウォーキング」等の企画・運営
・定期的なウォーキング活動（毎週）
・山科区AEDウォーキングマップの作成　など

　キャット・ハンズメンバーの声
仲間ができて、毎回楽しみながら活動しています。
健康について、話し合い、みんなで意識を高めあっています。

●日時・内容（予定）／
①11月２日（水）・運動の話と運動実技（講師：健康運動指導士）
②11月９日（水）・健康づくりサポーターとは　・活動体験談　・交流会
③11月16日（水）・グループワーク　・健康づくりサポーター認定証の交付
①〜③いずれも午後１時30分〜３時30分。
●場所／区役所２階大会議室
●対象／区内在住で以下のいずれか一つでも該当する方ならどなたでもOK！
　・健康づくりに興味のある方　・健康な生活を続けたい方
　・仲間と一緒に何かやってみたい方
　・社会や地域に何か役に立つことをしてみたい方
●定員／20名（先着順）
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●申し込み方法／10月12日（水）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）

 〇食育セミナー
「旬野菜で健康クッキング」
　「野菜不足が気になる」、「おいしくたっぷり野菜が食べたい！」そん
な声にお応えします。奮ってお申し込みください。
●日時／10月19日（水）　午前10時〜午後１時
●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
●費用／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（スカーフ等）、手ふきタオル
● 申し込み方法／９月16日（金）から10月７日（金）までに、申し込み先に

電話または来所。
※ 多数の場合は、過去に食育セミナーに参加された回数が少ない方を

優先し抽選で決定。10月14日（金）までに参加可否の結果をお知らせ
します。

●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）

京都市ふるさと納税寄付金
 〇皆様の思いを、ぜひ山科区へ

山科区では、寄付金を区民の皆様との協働のまちづくりに活用させて
いただきます。寄付の際は「地域振興山科区」をご指定ください。
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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山科スポーツNEWS

 〇DoDoフェニックス　ジュニアゲートボール　全国準V
　７月30日、31日に埼玉県熊谷スポーツ
文化公園彩の国くまがやドームで開催
された「第21回全国ジュニアゲートボー
ル大会」に、百々学区の中学生で構成さ
れるゲートボールチーム「DoDoフェニッ
クス」が京都府代表として出場し、全国から集まった並いる強豪チーム
を打ち破り、見事準優勝を果たしました。

廣島監督コメント
集中力を切らすことなくプレーできました。
日々の練習を積み重ね、来年は全国優勝を目指します。

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇第28回　市民スポーツフェスティバル
第63回京都市ソフトボール大会　
第26回京都市壮年ソフトボール大会
　７月24日、岩倉東公園グラウンドで、市ソフトボール大会が開催され
ました。
一般の部
３年ぶり７回目の出場の百々体振チームは、強豪の北梅津体振チーム

（右京区）を撃破するなど、１・２・３回戦を勝ち進み、11月３日にわか
さスタジアム京都で行われる決勝戦への出場権
を獲得しました。
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壮年の部　
２年連続７回目の出場の山階南体振チームは、２回戦で出水体振チー
ム（上京区）に圧勝し、こちらも11月３日に、同球場で行われる準決勝戦
への出場権を獲得しました。
　区民の皆様の応援をよろしくお願いします。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇第２次募集中�山科“きずな”支援事業
　区内で行う主体的なまちづくり活動や取組に補助金を交付する「山
科“きずな”支援事業」第２次採択事業を募集しています。
● 交付対象／地域団体、NPO法人、グループ、大学等が、区内で実施す

るまちづくり活動や取組
● 応募方法／９月30日（金）（必着）までに、区役所等で配布の「山科“き

ずな”支援事業」交付申請書（区役所ホームページからも入手可）に必
要事項を記入し、応募先に持参または送付。

※ 詳細は区役所ホームページまたは、問い合わせ先にお問い合わせく
ださい。

●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
対
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 〇平成28年　秋の全国交通安全運動
９月21日（水）〜９月30日（金）

（交通事故死ゼロを目指す日：９月30日（金））
〜京の秋　ゆとりとマナーで事故防止〜
運動重点　
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
● 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
●歩きスマホ等車両への注意力が散漫になる行為の根絶
●二輪車の事故防止

 〇がん征圧月間
　９月はがん征圧月間です。以下の表のとおり検診を実施しています。
定期的に検診を受けましょう。

●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）

部位（対象者） 検査周期 検査内容 料　金
（免除制度あり）

胃
（40歳以上）

１年に１回

・問診
・バリウムによる胃部X線撮影 1,000円

大　腸
（40歳以上）

・問診
・便潜血検査（検便） 　300円

肺
（40歳以上）

・問診、胸部X線撮影 
・喀痰検査（必要な方のみ）

無 料（喀 痰 検 査
は1,000円）

乳　房
（30歳以上の女性）

２年に１回
（年内に偶数年齢
になる方が対象）

・視触診
・エコー検査（30歳代）または
　マンモグラフィ検査（40歳以上）

1,300円

子　宮
（20歳以上の女性）

・問診
・子宮頸部（入口部分）の細胞診 1,000円

前立腺
（50歳以上の男性） ・血液検査（PSA検査） 1,500円
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 〇地域消防最前線
一人一人が取り組む防災
　災害による被害を少なくするためには、「自助」、「共助」、「公助」の３
つが重要だと言われています。その中で、最も基本となるのは、自分の
命は自分で守る、自分のことは自分で助ける「自助」です。
　「自助」に取り組むためには、事前の備えが必要です。自分の家の
安全対策をしておくこと、台風や地震などに遭
遇した際の身の守り方を知っておくこと、水や
食料などを備えておくことなど、自分の周りに
どのような被害が及ぶのかを考え、普段から、
必要な対策を講じておきましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）　
　区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇敬老の日
　100歳おめでとうございます
これからも、健やかに過ごされますよう心からお祈りいたします。
山階学区

田　たね　さん
鏡山学区
柏 　春子　さん

　　ま のさん
音羽学区
山奥　豊子　さん
陵ヶ岡学区
駒井　ゑ美　さん
柳本　すづえさん
濱田　ヒロヱさん
井上　さだ　さん
大宅学区

普段からの
備えが大切！
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内田　雛代　さん
山階南学区
武田　 よ　さん
坂根　ヒサ　さん
百々学区
中川　一枝　さん
有岡　満　　さん
小野学区
粟津　ツル　さん
音羽川学区
河合　江つ　さん
西野学区
安村　こいのさん

（８月24日現在）
※お生まれになった年は大正５年４月１日〜大正６年３月31日です。こ
の他に６名おられますが、公表を望まれておりません。
●問い合わせ先／区支援課支援第二担当（電話592-3222）

おめでとうございます！
 〇鏡山学区自治連合会が京都府防犯まちづくり賞受賞

　犯罪のない安心・安全なまち
づくりに顕著な功績のあった個
人・団体に対して贈られる「京都
府防犯まちづくり賞」を、鏡山学区
自治連合会が受賞しました。

（右：岩崎鏡山学区自治連合会会長）
（中：山田京都府知事）
（左：中尾鏡山学区自治連合会副会長）
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　同連合会は、子供の見守りを始めとする各
種パトロール活動や、学区内全世帯（約800世
帯）への防犯プレートの取り付け、交番速報
専用の掲示板の設置など、学区一丸となった
安心・安全なまちづくり活動が評価され、こ
の度の受賞にいたりました。
●問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

学区内各家庭に取り付け
られている防犯プレート


