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平成28年10月に山科区制40周年を迎えました。

11月23日
区民まつり
みんなきてね！
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〇ふれあい“やましな”2016区民まつり
子どもからお年寄りまで、どなたでも参加できるお祭りです。
みんなで楽しんで、やましなのきずなを広げましょう。
ぜひお越しください。

日時 11月23日（水・祝）午前10時～午後３時　※雨天中止（小雨決行）
天候不良による実施の可否は、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でご案内します。
場所　山科中央公園
入場料　無料（模擬店など一部有料）

●舞台コーナー
　園児による遊戯、吹奏楽演奏など
●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
●お楽しみコーナー
　ふわふわ、ミニSL
●地域文化コーナー
●安心・安全コーナー
●健康コーナー
●エココーナー

京都市長

11月23日、
区民まつり会場で
お会いしましょう！
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●かえっこバザール
　＜遊び方＞
　①遊ばなくなったおもちゃを持ってこよう！
　②当日、おもちゃと交換で「カエルポイント」をもらおう！
　③「カエルポイント」を使い別のおもちゃと交換しよう！
　※本、CD、カード・テレビゲームはかえっこできないよ

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18日（金）まで区まちづくり推進担当にて（土・日を除く）。

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）
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100名様をご招待
 〇京都市交響楽団創立60周年記念 定期演奏会

　京都市交響楽団創立60周年を記念
し、「第608回定期演奏会」（指揮：下
野竜也、ピアノ：パスカル・ロジェ、
曲目：モーツァルト「ピアノ協奏曲第
25番ハ長調」他）に区民の皆様をご招
待します。
●日時／１月22日（日）午後２時30分開演
●場所／京都コンサートホール・大ホール
●対象／山科区または南区に在住の方（小学生以上）
● 申込み方法／往復はがき（１名につき１枚まで）に次の事項を記載し、
12月15日（木）～22日（木）【必着】に申し込み先へ

【往復はがき記載事項】
・往信用表面　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町１番地の26

京都コンサートホール内　京都市交響楽団「市民招待係」
・往信用裏面　郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
・返信用表面　郵便番号、住所、氏名　・返信用裏面　記載不要
※ 多数の場合は抽選。当選者には招待状を、選外の方もその旨を郵送
で通知。座席指定不可。
●問い合わせ先／京都市交響楽団（電話711-3110）

売れ切れ御免
 〇山科区制40周年記念切手好評発売中！

●販売場所／区地域力推進室（２階①窓口）
●内容（１シート）／52円×５枚、82円×５枚
●販売価格／１シート1,100円
● デザイン／天智天皇陵 、山科義士まつり、

京焼・清水焼、山科こども歌舞伎、
もてなすくん他

パスカル・ロジェ
ⒸNick Granito

下野竜也
ⒸNaoya Yamaguchi
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 〇皆様の思いを、ぜひ山科区へ京都市ふるさと納税寄付金
山科区では、寄付金を山科区制40周年記念事業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。
京都市 ふるさと納税

●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）

 〇第42回　山科義士まつり
日　時　12月14日（水）　午前10時～午後３時
コース　〔スタート〕毘沙門堂→ラクトＢ大丸前→東部文化会館→
　　　　新十条通→岩屋寺・大石神社

　大石内蔵助ゆかりの地・山科の年末の風物詩「山科義士まつり」。今
年も、区民の皆様と区内の企業、行政が協働して開催されます。
　討ち入り装束に身を固めた各学区の皆様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。また、コース途中に設
けられた舞台（東部文化会館）では、「刃

にんじょう

傷松の廊下」や「元
げ ん ろ く

禄花見踊り」
などのパフォーマンスが披露されます。どうぞご期待ください。

義
士
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山科義士まつり写真コンクール作品募集
●応募規格／４つ切またはワイド４つ切（額装なし。電子データ（CD-R、
USBメモリ等）でも可）
●応募方法／１月13日（金）までに、作品の裏面等に、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に郵送または持
参
●その他／応募は一人１点まで。山科義士まつり当日の
写真（山科こども歌舞伎写真は対象外）で未発表の作品
に限る。
●作品展示期間等／
　①ラクトB4階：１月28日（土）～２月19日（日）
　②区民ふれあい文化祭会場（東部文化会館）：２月12日（日）
　③区役所：３月１日（水）～15日（水）
●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（住所記入不要））

〇平成28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。皆様からの
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29年３月頃（募金者の皆様をお招きします）
●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　10,000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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ふれあい“やましな”2017区民ふれあい文化祭
 〇「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
い文化祭の「区民芸能フェア」に出演される団体を募集。
日ごろの文化・芸術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。
● 出演日時／２月12日（日） 午前11時15分～午後
４時30分（リハーサル：11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）
●出演料／３千円
●申し込み方法／申し込み先で配布の申込書に必要事項を記入し提出
●申し込み期間／11月15日（火）～11月30日（水）
●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）

 〇やましなGOGOカフェ参加者募集
　山科について知りたい、一緒に何かをしたい…。そんなアナタにピッ
タリの場。話し合いのテーマは自由！一緒に楽しくお話ししませんか。
●日時／12月４日（日）　午前10時～午後０時30分
●会場／区役所２階大会議室
●参加費／300円（お菓子・お飲み物代） 
● 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
番号またはＥメールアドレス）を添えてお申し込みください。
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HP・facebookでも情報発信中！
やましなGOGOカフェ

●申し込み・問い合わせ先／（FAX502-1639　電話592-3066）

〇予約必須　マイナンバーカードの日曜臨時交付のご案内
●日曜臨時交付日／①11月27日（日）、②12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。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（区役所⑨窓口）（電話0570-07-2372）
　※つながらない場合は（電話592-3050）

たくさんおしゃべり
できて楽しかった！
また来ようかなぁ

初めての人でも
気軽に参加でき
るんや～♪

「GOGOカフェ」って
どんなイベント
なんだろう？

GOGOカフェの様子

楽しいトーク

話したいテーマ
を選んで

みんなで
お待ちしています

山科名物
（おいしいお菓子
など）もあるよ！
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 〇市民しんぶん山科区版の訂正について
10月15日号市民しんぶん山科区版４面「東部文化会館作品展」の記事
（展示団体名）に誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

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

訂正前
山科写交クラブ

ちぎり絵教育なぎの辻会

訂正後
山科写友クラブ

ちぎり絵教室なぎの辻会

総人口／ 134,812人
　男性／ 63,878人
　女性／ 70,934人
世帯数／60,737世帯
平成28年10月1日現在
（山科区推計人口）
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 〇情報掲示板

税

■平成28年分年末調整説明会
　平成28年中に源泉徴収した所得税の年末調整や、同年中に支払った
給与に係る給与支払報告書（源泉徴収票）の作成と提出方法を説明しま
す。
日時　11月17日（木）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）、

市税事務所特別徴収担当（電話213-5246）

福　祉

■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　
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　・ 過去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（金）～15日（木）9:00～11:30・13:00～15:00。
　　　貸付／12月26日（月）。
場所　区役所２階大会議室。
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

明確になるもの。
問い合わせ先　区福祉介護課福祉担当（電話592-3214）

■戦没者遺族相談員を配置しています
　年金などに関する相談に応じ、必要な助言を与えることで、戦没者遺
族の福祉の増進を図る戦没者遺族相談員が設置されています。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）

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
新しい保険証をお送りします
　現在、新しい保険証（桃色）を簡易書留郵便等によりお届けしています。
　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（薄い黄色）は、12月１日（木）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です。ご注意ください。
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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
には、初回のみ申請が必要です。お知らせが届いた方は、次の必要書類
をお持ちのうえ、問い合わせ先に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。
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
　11月25日（金）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、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）

■あなたも“山科の語り部”に！ 
　10月10日に開催した『山科の魅力探訪』のコースや解説資料などを区
ホームページにアップしています。これらの資料を活用することで区
民の皆様に“山科の語り部”となっていただくことを目指しています。
是非ご覧ください。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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■献血
日時　11月28日（月）。　場所　百々小。
日時　12月 7日（水）。　場所　小野小。
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

■「お口の健康」忘れないでね！
～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　11月25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）

■国民健康保険料夜間納付相談
　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ご相談にお
越しください。
日時　11月17日（木）17:15～19:30。
場所　区保険年金課（⑦窓口）。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）

■弁護士による京都市民法律相談
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）。
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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）

■無料行政相談
日時　12月８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　12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）

■赤ちゃんの会ートコトコくらぶー
絵本の読み聞かせ他
日時　11月21日（月）・12月19日（月）11:00～。

■Head Shouldersで遊ぼう！
英語の歌や手遊び他
日時　11月26日（土）・12月17日（土）14:30～。

■「家守綺譚」の舞台を歩く
日時　11月27日（日）10:00～。
申し込み方法　必須。11月17日（木）から当館に電話または来館。

ぶっくろう
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■京都橘大生による朗読会
日時　11月28日（月）11:00～。

■ハンドベルコンサート
クリスマスソング他
日時　12月３日（土）11:00～。

■赤ちゃんの会ーだっこくらぶー
絵本の読み聞かせ他
日時　12月５日（月）11:00～。

■テーマ図書の展示と貸出
12月は、一般書「人権」・「掃除・片づけ」､絵本「クリスマス」。
移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
11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。
11月30日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。
11:00～11:40　場所　大宅小。
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山科区社会福祉協議会（電話593-1294）

■ふれあい手話講座
　聴こえないってどんなこと？当事者から直接手話を学んでみませんか。
日時　
　①昼の部／毎週水曜日（平成29年１月25日～３月１日）14:00～15:30。
　②夜の部／毎週木曜日（平成29年１月19日～２月23日）19:00～20:30。
①・②いずれも全６回。
場所　山科総合福祉会館（６回目は山科身体障害者会館）。
対象　 区内在住、または在学・在勤中で、全日程に参加できる手話を初

めて習う方。
定員　①・②各15名（多数の場合は抽選）。
費用　1,000円。
申し込み方法　12月19日（月）までに当協議会へ。

 〇受水槽の清掃と法定検査はお済みですか？
　受水槽の掃除や設備点検を怠ると、内部の汚れや給水管の腐食など
が原因で、水の味や臭いに異常が生じることがあります。
受水槽の設置者または管理者は、安全な飲料水の供給のために、定期的
な点検や清掃、検査機関による検査を受けましょう。
　特に、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは「簡
易専用水道」といい、年に１回、厚生労働省登録検査
機関で管理状況の「法定検査」を受けることが法律で
義務付けられています。大切な飲用水を衛生的に保
つため、必ず法定検査を受けてください。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）
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 〇地域消防最前線
入浴時等の「ヒートショック」にご用心！
　ヒートショックとは、急激な温度差により身体が受ける悪影響のこと
です。
特に注意が必要なのが入浴時で、温度の高いリビング等から温度の低
い脱衣所や浴室に移動すると、体が急激な温度差にさらされ、血圧が急
変し、脳卒中や心筋梗塞につながる恐れがあります。
　厚生労働省の調査によると、ヒートショックなどを原因とする入浴時
の事故死の数は全国で年間約一万９千人おり、12月から２月にかけて
は全体の５割の事故死が発生しています。
　入浴時のヒートショックを防ぐため、脱衣所や浴室などを暖かくし、
家の中の温度をできるだけ均一に保つことなどを心がけましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

 〇山科区制40周年記念式典
　昭和51年に山科区が東山区から分区して誕生した10月１日、東部文
化会館において「山科区制40周年記念式典」が開催されました。同式典
では、区政の発展に貢献された方々や、スポーツおよび文化活動で活躍
した小・中学生の皆様への表彰を行ったほか「中世山科の人々の暮ら
し」をテーマとして、京都橘大学名誉教授の田端泰子氏にご講演をいた
だきました。
＜表彰者・授賞者＞　（順不同。敬称略）
～山科区制40周年記念市長特別表彰～
河村　政次
～山科区制40周年記念市長表彰（14名）～
市川　正三　　大川原康夫　　太田八十一　　片岡　滋夫　　
川中　長治　　草野　政子　　佐藤　英子　　澤田　清一　　
白簱　文雄　　中村　悦子　　廣田　正子　　深田　雅彦　　
松本　淳　　　山口　幸秀
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～山科区制40周年記念事業実行委員会委員長及び山科区長連名表彰（26名）～
青木　昭樹　　大芝　竹二　　岡島　脩雄　　川井　均　　　
北村　秀明　　小泉　健二　　幸田　光雄　　小林すみ代　　
佐伯　久子　　佐治　俊彦　　進藤　 治　　住友　正歳　　
竹之内　實　　田中　長一　　中川　富夫　　中嶋　惠二　　
中村　悦子　　中村　良章　　野﨑　アキ　　長谷川秀夫　　
原島　源一　　針口　恵治　　町塚　昭　　　松下　勇　　　
松本　淳　　　柳生　昌保
～やましな未来賞（６名・13団体）～
稲波　里紗　　小野　泰和　　清水　柚華　　豊山　就介　　
濱崎　優友　　福井梨香子
勧修小タグラグビー部　陵ヶ岡バレーボールスポーツ少年団
DoDoフェニックス 一燈園中学校少林寺拳法部
山科こども歌舞伎塾　　勧修中学校吹奏楽部　　
花山中学校吹奏楽部　　音羽中学校吹奏楽部　　
大宅中学校吹奏楽部　　安祥寺中学校美術部　　
山階小学校　　安朱小学校　　西野小学校
～やましな栄誉賞特別賞～
竹之内　實

●問い合わせ先／
　区総務・防災担当（電話592-3066）

区民スポーツニュース
山科区制40周年記念事業
 〇山科区体育振興会連合会創立40周年記念スポーツ大会

　９月18日、山科区制40周年と山科区体育振興会連合会創立40周年を
記念するスポーツ大会が開催されました。区内各学区から約500名の
皆様にご参加いただき、競技を通じて、学区を超えた親睦を深めること
ができました。主な結果は次のとおりです。
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“京都ギネスに挑戦”山科区民リレーボール大会
優　勝　陵ヶ岡体振チーム（２分24秒98）
準優勝　百々Ａ　　〃　　（２分29秒55）
三　位　山　階　　〃　　（２分35秒86）
“京都ギネスに挑戦”山科区民玉入れ大会
優　勝　山階南体振チーム（合計124個）
準優勝　百　々　　〃　　（合計108個）
三　位　大　宅　　〃　　（合計107個）
学区対抗小学生ドッジボール大会
１位　勧　修学区チーム
２位　百　々　　〃　
３位　山階南　　〃　
３位　小　野　　〃　

山科区制40周年記念事業
山科区体育振興会連合会創立40周年記念事業
 〇平成28年度山科区民チャンピオン大会

　９月11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。激しいラリーの応酬による接戦の末、昨年度、
京都市の頂点に輝いた山階南チームが２年連続11度目となる優勝を飾
りました。同チームは、11月20日（日）に開催される京都
市チャンピオン大会に山科区代表として出場します。
優　勝　山階南体振チーム
準優勝　百　々　　〃　
三　位　鏡　山　　〃　
三　位　勧　修　　〃　

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

山階南チームが
２年連続11回目
の優勝!！
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 〇京都市自治記念式典
区内57名・74団体に表彰・感謝状を授与
　自治記念日の10月15日、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。
　式典では、市政協力委員として、市政の円滑な運営に協力されている
皆様や、山科区制40周年記念事業の実施にご協力いただくなど、魅力あ
ふれる未来の京都の実現に尽力されている個人や団体などに対し、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）

みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
 〇第44回　連載　区民活動きずなリレー

無料学習塾「獅子の子学館」（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　大塚小学校からほど近い住宅街。その一角の民家で無料学習塾が
開かれています。開催している和田さんは以前山科の小学校で教え
たこともある元先生で、一昨年の７月から自宅を開放してこの塾を
始めました。
　和田さんは３年前に退職し、現在は総合育
成支援員という形で小学校に関わっています。
これまでの教員生活の中で、親が忙しくて子
どもの勉強を見てあげられない家庭、学習塾
に行きたくても行けない家庭、不登校の子ど
もを抱えている家庭などを見てきて、地域での支援が必要だと思われ
たそうです。そこで、退職を機に自分で支援を実践しようと、無料学習
塾を立ち上げられたそうです。
　開催は週に３日。午後４時過ぎくらいになると徐々に子どもたち
がやってきます。取材に伺った日は、大学生のボランティアが２人
来ていて、子どもたちに寄り添って、宿題ができるようにサポートし
ていました。
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　ボランティアの杉山さんは京都橘大学の２回生。ボランティア活動
を体験する大学の授業がきっかけで、昨年12月から参加しています。「教
員志望なので、子どもたちとふれあえる貴重な機会です。」とのこと。
　もう一人のボランティア、京都橘大学３回生の前多さんは、参加し始
めてまだ２週間。やはり教員志望です。「子どもたちと向かい合うのは
実習だけなので、より多くの子どもと接するために参加しています。」と
いうことです。実際に接してみて、子どもたちのパワフルさを実感した
そうです。
　参加する子どもは、毎回約10名前後。中には不登校だけれども、この
学習塾には来ている子もいるそうです。和田さんは「気楽なところがい
いのかな。来る、来ないは本人次第だからね。」と言われます。各自が自
分のペースで勉強できるように、和田さんと大学生ボランティアが手
伝います。
　保護者からは、獅子の子学館に参加して、学校の授業がよくわかるよ
うになったようだ、との声をもらっているそうです。
　運営上の悩みは、協力してくれる大学生がまだ少なく、日によっては
大学生がいない時があるとのこと。協力者を随時募集していますので、
興味のある方はお問い合わせください。
　和田さんは、塾に来た時のあいさつ、玄関でクツを揃えることなども
指導され、学習だけでなく生活するうえでの基本も大事にされています。
基礎学力はもちろんですが、生活の基礎も含めて学ぶ、そんな「獅子の
子」を育てる取り組みを応援していきたいと思います。（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）　獅子の子学館（電話594-6599）
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 〇12月１日は世界エイズデー
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〉
● 検査日／毎週金曜日 午前９時～11時　※同日、希望者にはＢ型・Ｃ
型肝炎ウイルス、クラミジア、梅毒、淋菌の検査も行っています。
●費用／無料
● その他／検査は匿名で受けられます。検査結果は２週間後にお渡
しします。検査日にお伝えする指定の日時に必ず本人がお越しく
ださい。
●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HIV マスコット
「あかりん」




