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暑い日が続きます。
熱中症に
注意しよう！
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山科区公式アプリ
やましなプラス+好評配信中
 iTunes App StoreまたはGoogle Playでダウンロードしてい
ただけます。

 〇入ってよかった自治会・町内会
～山科区の安心・安全を守る最前線～
　自治会・町内会とは、「自分たちのまちは自分たちでつくっていく」と
いう意識のもと、住民同士の親睦を深め、地域の中で問題が起きたとき
にその解決を図る団体です。１人ではどうしようもない「困りごと」も、
地域のつながりで解決しやすくなります。
　京都市では「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」を平成24年
から施行し、自治会・町内会等を通した地域コミュニティの活性化を
推進しています。積極的に加入しましょう。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

▲防災訓練 ▲登下校の見守り
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自治会・町内会Q&A
Q　自治会・町内会に入るメリットって？
A　 自治会、町内会では、子どもたちの登下校時の見守りや、高齢者の安
否確認、夜間の防犯パトロールなどに取り組まれており、こうした
活動によって、地域の安全が守られています。大地震などの災害時
には、自治会の皆様によって避難所が開設・運営されるなど、万一
のときに頼りになる存在、それが自治会・町内会です。

Q　役員の仕事って大変なのでは？
A　 仕事や家庭で忙しい、高齢で一人暮らしなど、人によって状況が違
います。地域によって取扱いが異なりますが、自治会・町内会の仕
事は、高齢者等への一定の配慮をしたり、役員同士で役割分担する
など、工夫して行われています。

Q　月々の会費って何に使われてるの？
A　 住みよい地域を作るための防災訓練、防犯パトロール、地域の清掃
活動、防犯灯・看板等の設置、地蔵盆の開催、子ども会・老人会の
運営等に使われています。

 〇「山科“きずな”支援事業」交付事業を決定！
～区民の皆様によるまちづくりが進んでいます～
　山科区では、区民の皆様による主体的なまちづくり活動に補助金を
交付する「山科“きずな”支援事業」を実施しています。
　今年度は、35件（新規10件・継続25件）の交付事業を決定しました。
※  継続事業の一覧や、事業の詳細については、区役所ホー
ムページをご覧ください。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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山科”きずな”支援事業に、たくさんのご提案。ありがとう
ございます。本年度も山科愛に溢れた区民の皆様による
まちづくりを支援してまいります。

京都市長　門川大作

新規事業一覧

紙芝居作り講習会を開催し、山科の伝承や文化に関わる作品を
区内小中高校、及び山科図書館に寄贈する事業
（やましなを語り継ぐ会）
ひとこと山科を素材に紙芝居21話を製作、学校に贈呈し好評です。あ
なたも秋の紙芝居講座に参加しませんか？

田村麻呂ヒーロー見参 in 山科おやじフェスタ
（山科おやじの会連絡会）
ひとこと山科のおやじの会が集まってお祭りを開催します。田村麻呂
ヒーロー「マーロー」があなたをお待ちしています！

あの町この町うたう町
（西野音楽サークル）
ひとこと「日本の歌100選」等を斉唱し、歌（曲）の意味を話し合いながら
交流を深め、歌うことで健康増進を図ります。

毘沙門市 ～最澄さん～
（毘沙門市実行委員会）
ひとこと山科疏水、毘沙門堂など山科北部の活性化を目的とし、地域・
障害者団体などで春・秋に手作り市を開催します。
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「山科かるた」であそび、この町の良さを知ろう
～共に集まり、楽しみ、地域を深く知る場を足掛かりとして～
（NPO法人山科醍醐こどものひろば）
ひとこと山科の子どもたち（もちろん大人にも）に、「山科かるた」を通し
て、山科の良さ・ステキを伝えます！

助けよう！大切ないのちさらなる救命率向上を目指して
（京都橘大学救急救命研究会TURF）
ひとこと大切な人の命を守る！その自信と術を心肺蘇生の講習で得ま
せんか？短時間で効果的な講習会を無償で提供します！

あなたが主役！allonlyOne 地域コミュニティ活性化計画
（小野学区自治連合会）
ひとこと 小学校、関係各種団体と協働し、運動会でのエイサー発表と、
グラウンド大会の開催を通して地域の絆の輪を広げます。

防災訓練　レクレーション化により参加者増大を図る化
（竹鼻西部町内会）
ひとこと子どもたちにもよくわかるよう、ゲーム感覚で楽しめる、おも
しろくて役に立つ防災訓練にします。

“山科じかん”読者10,000人 ～シニアも子どもも歌い上げろ！
のどじまんThe YAMASHINA！～
（山科元気☆プロジェクト）
ひとこと山科元気☆プロジェクトがプロデュースする、のど自慢大会
で盛り上がりましょう！
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山科森の見世棚市
（山科森の見世棚市運営委員会）
ひとこと 現代の新しい清水焼を知ってもらい、作り手とお客様がとも
に楽しめるイベントにしたいと思っています！

“いきいき”健康イベントに参加しませんか？

 〇山科区健康づくりサポーター
　“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング
●日時／９月27日（水）午前９時30分集合
　（午前10時出発、正午帰着予定）※雨天中止
●集合場所／山科区役所正面玄関前
●コース／「山科区役所前～大石神社～岩屋寺～
　山科神社～勧修寺公園～山科区役所前」（約４km・２時間程度）
●対象／山科区民（ただし医師から運動制限を受けていない方）
●持ち物／歩きやすい服装、飲み物、歩数計（お持ちの方のみ）、雨具等
●定員／50名（先着順）
● 申し込み方法／９月13日（水）午前８時30分から、電話又はFAX、メー
ルにて、参加される方全員の①氏名（ふりがな）②年齢③住所④連絡
先（電話・FAX番号、メールアドレス等）⑤医師からの運動制限の有
無をお知らせください。（定員になり次第受付を終了します。受付終
了後のFAX又はメールでお申し込みいただいた方には、後日ご連絡
します）
●申し込み・問い合わせ先／区健康長寿推進課健康長寿推進担当
　（電話592-3222、FAX502-1677、
　E-mail：yamashina-kenko@city.kyoto.lg.jp）
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 〇「京・食（きょうしょく）クッキング」
　～秋の食育セミナー～
　健康でいきいきと暮らすためには、多様な食品をバラン
スよく組み合わせた「食事」を摂ることが大切です。今回は、
「食事のバランスアップのヒント」のお話と、主菜に豆腐を使った献立を
作ります。
●日時／９月29日（金）午前10時～午後０時45分
●内容／講話「食事のバランスアップのヒント」　
　調理実習「豆腐が主菜の簡単バランスクッキング」
●当日受付／区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
● 対象／山科区内在住の18歳以上の方（料理初心者の方、男性の方も
お気軽にご参加ください）
●定員／21名（先着順）
●費用／500円
●持ち物／エプロン・三角巾・手ふきタオル
●申し込み方法／８月23日（水）から電話又は窓口にて
●申し込み・問い合わせ先／
区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）
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 〇京都サンガF.C.健康アカデミー
　京都サンガF.C.のコーチによる健康体操教室。サッカー
ボールを使って楽しく身体を動かしましょう。
●日時／９月14日（木）午前10時～11時30分
　（受付：午前９時30分～）
●場所／醍醐地域体育館
　（地下鉄「醍醐」駅①・③番出口すぐ）
● 内容／サッカーボールを使用した健康体操
等
● 対象／60歳以上の山科区民（ただし医師か
ら運動制限を受けていない方）
●定員／100名（先着順）
●参加費／無料
●持ち物／運動可能な服装、屋内用シューズ、
　シューズ入れ、タオル、飲み物
●申し込み方法／９月７日（木）までに、お住まいの
　学区の地域包括支援センター（高齢サポート）へ
●申し込み・問い合わせ先／
お住まいの学区 高齢サポート 電話

音羽・音羽川・大塚 音　羽 電話595-8139
安朱・山階・西野 山　階 電話583-5833
山階南・百々・勧修 勧　修 電話595-7736
大宅・小野 大　宅 電話572-6660
陵ヶ岡・鏡山 日ノ岡 電話595-5575

 〇第２回山科検定を実施します
日時　11月26日（日）午前10時～
会場　京都薬科大学
申込期間　９月１日（金）～10月20日（金）
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受検料　無料
【出題形式】全50問択一式
【検定時間】60分
【合格基準】70点以上
【出題問題】山科の歴史、文化、産業など。50問のうち40問程度を公式テ
キスト『京都山科 東西南北－区民が選んだ魅力を訪ねて－』（※）から、残
り10問程度をテキスト外から出題。
（※）区役所配布しているほか、区役所ホームページで公表しています。
【申し込み方法】往復はがきに、必要事項（氏名・生年月日・住所・電話
番号）を記載し、申し込み先に郵送。

【申し込み・問い合わせ先】一般社団法人 山科経済同友会事務局　
〒607-8322　京都市山科区川田清水焼団地町６-２
電話501-1818、FAX501-2220、メール：info@y-k-d.com
※山科区役所ではありませんのでご注意ください。

 〇大政奉還150周年記念事業
　区民講座「私のまちの幕末維新」
　幕末維新ゆかりの史跡や人物にスポットを当て、地域の歴史を身近
に感じる講座を開催します。
●テーマ：池田屋事件と古高俊太郎
　講　師：木村武仁（幕末維新ミュージアム霊山歴史館学芸課長）
●日時／９月12日（火）午後２時～４時
●場所／区役所２階大会議室
●対象／山科区に在住又は通勤通学されている方
●定員／100名（事前申込制、先着順）
●費用／無料
● 申し込み方法／８月17日（木）～９月５日（火）までに、氏名、ふりがな、
年齢、電話番号、山科区在住、通勤通学の別、同伴者（２名まで）を申し
込み先へ
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●申し込み先／京都いつでもコール（電話661-3755）
●問い合わせ先／市文化芸術企画課（電話366-0033、FAX213-3181）

 〇西京極スタジアムで京都サンガF.C.を応援しよう！
　９月23日（土）湘南ベルマーレ戦は、山科区民デー
　J1昇格への勝負の年と位置付け、クラブ一丸となって戦
う京都サンガF.C.。
　皆様の声援で、ぜひとも勝利を勝ち取りましょう！
　キックオフ前は、キッズアトラクションや、イベントが盛
りだくさんのサンガフレンズスクエアでお楽しみください。
●日時／９月23日（土）午後３時キックオフ
●会場／西京極陸上競技場兼球技場
●対戦チーム／湘南ベルマーレ
●対象／山科区にお住まいの方

【企画①　50組100名様ご招待】
●席種／ホーム自由席（ゴール裏）
● 申し込み方法／往復はがき（山科区民デー・住所・氏名・電話番号
を明記）で、〒610-0102　城陽市久世上大谷89-１「京都サンガF.C.山
科区民デー招待係」へ
※多数抽選。
●締切／９月11日（月）【必着】

【企画②　ご優待】
●料金／大人当日チケット通常2,570円→1,500円　
　小中高生当日チケット通常1,280円→700円
●席種／SB自由席（バックスタンド）
●申し込み方法／ホームページの専用フォームから
　（１件で４名まで）

パーサくん／コトノちゃん
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検索サンガ　区民デー
●締切／９月22日（金）
●問い合わせ先／
　京都サンガF.C.ホームタウン推進課（電話0774-55-7603）

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）

検索京都いつでもコール

 〇情報掲示板

福　祉

■各種手当の届の提出をお忘れなく
　特別児童扶養手当を受けておられる方は、所得状況届の提出が必要
です。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、外国籍市民
重度障害者特別給付金を受けておられる方は、現況届の提出が必要で
す。忘れずに、問い合わせ先にご提出ください。

総人口／ 134,755人
　男性／ 63,784人
　女性／ 70,971人
世帯数／61,014世帯
平成29年７月1日現在
（山科区推計人口）
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　お忘れになると、８月分以降の手当を受けられなくなります。ご注意
ください。
提出期限　９月11日（月）。
問い合わせ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）

■児童扶養手当の現況届の提出をお忘れなく
　児童扶養手当を受けておられる方は、現況届の提出が必要です。忘
れずに、問い合わせ先にご提出ください。（郵送不可）
提出期限　８月31日（木）。
問い合わせ先　区子どもはぐくみ室子育て推進担当（電話592-3247）

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
入院や外来受診により高額な自己負担額が見込まれる方へ
　入院や外来受診により、高額な自己負担額が見込まれる場合、「限度
額適用認定証」を交付します。
　認定証を保険証と併せて提示することで、次の①、②の措置が受けら
れる場合があります。
　①医療費の支払いが世帯の自己負担限度額までになります。
　②入院時の食事代が減額されます。（市民税非課税世帯の方に限る）
　交付には、問い合わせ先での事前申請が必要です。問い合わせ先に
お問い合わせください。
※ 70～74歳の方及び後期高齢者医療にご加入の方で、市民税課税世帯
の方は、医療費の支払いが世帯の自己負担額を超えないため、認定証
の交付申請は不要です。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
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お知らせ

■献血
日時　８月28日（月）10:00～11:30／12:30～16:00｡
場所　大塚小学校
問い合わせ先　区健康長寿推進課地域支援担当（電話592-3214）

■“マイナンバーカードの日曜交付”をご利用ください
　マイナンバーカードの交付等の手続きに、お仕事などでご
来所できない方のため、日曜日に区役所を開所します。

月　日 時　間 場　所
9月24日

午前９時～正午
区役所１階　
市民窓口課　
マイナンバー窓口

11月26日
1月28日
3月25日

申し込み方法　問い合わせ先までご連絡ください。（予約要）
問い合わせ先　区市民窓口課マイナンバー窓口（電話606-1602）

相　談

■“お口の健康”忘れないでね！
―成人・妊婦歯科相談―
　むし歯や歯周病…一度お口の健康をチェックしてみませんか？
日時　８月25日（金）9:00～10:30。
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
問い合わせ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）
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■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）13:15～15:15。
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　区役所２階第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）

■司法書士による無料登記・法律相談
日時　９月12日（火）13:30～15:30。
場所　区役所２階第２会議室。
問い合わせ先　京都司法書士会（電話241-2666）

■無料行政相談
日時　９月14日（木）13:30～16:00。
場所　区役所２階第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19日（火）13:30～16:00。
場所　区役所２階第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924-0530）

イベント・講座 　お問い合わせは各施設まで

東部文化会館（電話502-1012）

■みんなで遊ぼう！親子でコンサート
　うた、ダンスなど幼児を対象とした親子で楽しめるコンサート。
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日時　９月23日（土）10:30開場／11:00開演／正午終演予定。
場所　当会館。
定員　550名。
費用　 前売券：800円（３歳以上）／当日券：900円（残席ありの場合の

み）※当会館窓口でチケット発売（指定席）。

勧修寺公園（電話501-6241）

■勧修寺公園テニス教室
日時　 毎週（月）～（金）9:30～11:00／11:00～12:30／12:30～14:00／

14:00～15:30（雨天で休みの場合は振り替えあり）
※習熟度別にコースが分かれています。詳細は勧修寺公園までお問い
合わせください。
場所　勧修寺公園テニスコート。
対象　16歳以上。
費用　月４回：8,640円。
申し込み方法　当公園へ。

アヴェ・マリア幼稚園（電話592-6404） 

■地域子育て支援事業
たまご・ひよこグループ「木のおもちゃで遊ぼう」
日時　８月24日（木）10:00～11:30。
対象　３ヶ月～未就園児の親子。
費用　無料。
申し込み方法　当日までに当園へ。
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山科区中央老人福祉センター（電話501-0242）

■山科区地域支え合い活動入門講座
　ボランティア活動や高齢者の生活支援に関する情報提供。
日時　８月30日（水）13:30～15:30。
費用　無料。
申し込み方法　当センターへ。先着順。（８月22日（火）申込締切）

山科図書館（電話581-0503）

■赤ちゃんの会―トコトコくらぶ―
絵本の読み聞かせ他
日時　８月21日（月）11:00～。

■Head Shouldersで遊ぼう！
英語の歌や読み聞かせ他
日時　８月26日（土）14:30～。

■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
絵本の読み聞かせ他
日時　９月４日（月）11:00～。

■おたのしみ会
絵本の読み聞かせ他
日時　９月16日（土）11:00～。

■テーマ図書の展示と貸出
８月　一般書「平和」「夏を元気に!!」
　　　絵本「おばけ」
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９月　一般書「防災」　
　　　絵本「うさぎ」

移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
８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。
８月30日（水）
10:00～10:40 場所　大塚小。
11:00～11:40 場所　大宅小。

 〇区役所玄関を飾る「七夕の笹飾り」
　洛東幼稚園と西念寺保育園から七夕の笹飾りをいただきました。園
児さんが心を込めて作った色とりどりのお飾りを見て、来庁者も思わず
笑顔に。園児の皆様の願い事が、きっとかないますように。
●問い合わせ先／区子どもはぐくみ室子育て推進担当（電話592-3247）

 〇歯のひろば
　～お口からも健康長寿～
●日時／９月２日（土）午後２時30分～午後４時30分

西念寺保育園の園児の皆様洛東幼稚園の園児の皆様
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● 内容／歯の相談、歯みがき指導、フッ化物洗口、口腔がん検診、お口の
細菌チェック、噛むカムチェック等
●場所／区役所２階大会議室等
※公共交通機関をご利用ください
●主催／京都市山科歯科医師会
●共催／京都府歯科医師会・山科区役所保健福祉センター
●問い合わせ先／区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

 〇『こころの病』って何だろう
　～病気を正しく理解する～
　「こころの病」のある方を支えるご家族のためのセミナーです。
　統合失調症やうつ病の発病から回復まで専門医がお話します。
●日時／９月13日（水）午後２時～午後３時30分（受付:午後１時30分～）
●場所／区役所１階多目的室
●講師／医療法人桜花会醍醐病院　松宮徹 医師
●費用／無料　
●定員／25名（先着順）
●申し込み方法／申し込み先にお申し込みください。
●対象／「こころの病」のある方のご家族（同居・別居は問わず）
●申し込み・問い合わせ先／
　区障害保健福祉課（電話592-3479、FAX592-3059）

 〇生活安全スポットニュース
　特殊詐欺に注意してください！
山科区内でオレオレ詐欺などの特殊詐欺が多発しています。

・家族を名乗って「急ぎでお金が必要になった」
・警察官を名乗って「口座を凍結するために通帳を預かります」
・役所の職員をかたって「健康保険の還付金がある」
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このような電話がかかってきたら詐欺です！すぐに家族や警察に相談
しましょう。

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

 〇京都市の福祉医療制度をご利用ください
　福祉医療制度とは、市内にお住まいで健康保険に加入している方を
対象に、自己負担額を助成する制度です。制度の適用には申請が必要
です。申請の際に必要なものなど、詳細は京都市ホームページを参照、
または問い合わせ先にお問い合わせください。

検索京都市　福祉医療制度

制度名 老人医療
対象 65歳以上70歳未満で、①・②のいずれかに該当する方（昭和25年
８月２日以降にお生まれの方は①の世帯に限る）
　①所得税非課税世帯（別居、世帯分離も含む）
　② 所得が基準額以下で、寝たきりや一人暮らし、または同居者が親族
のみで全員が60歳以上の世帯など
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支給内容 健康保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額
一部負担金 ２割※（一定以上所得者の方は３割）
※自己負担限度額あり

制度名 重度心身障害者医療
対象 ①～③のいずれかに該当する方（所得制限あり）。
　①身体障害者手帳１級または２級を所持
　②知能指数（IQ）が35以下（療養手帳Ａ判定）
　③身体障害者手帳３級を持ち知能指数（IQ）が50以下
支給内容 健康保険の自己負担額
一部負担金 なし

制度名 重度障害老人健康管理費
対象 後期高齢者医療の被保険者で、重度心身障害者医療（上記）の①～
③のいずれかに該当する方
支給内容 後期高齢者医療の自己負担相当額
一部負担金 なし

制度名 ひとり親家庭等医療
対象 ①～③のいずれかに該当する方（所得制限あり）
　①生計を一にする父または母のない児童
　　（18歳到達後最初の３月31日まで）
　②①の児童と生計を一にする母または父
　③両親のいない児童と、その児童を扶養する20歳未満の方など
支給内容 健康保険の自己負担額
一部負担金 なし

●申請・問い合わせ先／
　・老人医療　区健康長寿推進課高齢介護保険担当（電話592-3290）
　・重度心身障害者医療　区障害保健福祉課（電話592-3479）



22

　・重度障害老人健康管理費　区保険年金課保険給付・年金担当
　　（電話592-3109）
　・ひとり親家庭等医療　区子どもはぐくみ室子育て推進担当
　　（電話592-3247）

制度名 子ども医療
対象 ０歳から中学３年生までの方（15歳到達後、最初の３月31日まで）
※所得制限なし
支給内容 健康保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額
一部負担金

〈入院〉
０歳から中学校３年生まで：１ヵ月１医療機関につき200円
〈通院〉
①０歳から３歳未満：１ヵ月１医療機関につき200円
②３歳以上中学校３年生まで：１ヵ月3,000円

●申請・問い合わせ先／市子ども家庭支援課分室（電話251-1123）

 〇お花の肥料を助成します
　花と緑にあふれた潤いのある山科区のまちづくりを推進するため、花
苗や種の植え付けを行う団体に肥料（年額３千円分を限度）を助成しま
す。
● 対象／公共用地や多くの方が鑑賞できる所に花苗、種の植え付けを
行う５名以上の団体
●定員／10団体
● 申し込み方法／８月15日（火）から先着順。申請書（※）
に記入のうえ、郵送または持参。
●宛先／〒607-8511（住所不要）まちづくり推進担当。
※申請書は問い合わせ先で配布、区ホームページに掲載
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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 〇学まちコラボ事業認定事業が決定
　京都市と大学コンソーシアム京都が協働で、大学と地域の皆様が連
携する事業を支援する、「学まちコラボ事業」の平成29年度認定事業が
決まりました。今年は、「文化枠」を新設し、山科区からは今年開学50周
年を迎える「京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会」が認定さ
れました。

【京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会】
　これまで、山科区を中心とした陶灯路、山科バルフェスタ、三条街道
わくわくフェスティバルなどの企画、運営を実施。
事業名「みんなで灯そう醍醐中山団地のあかり」
　清水焼の陶器を使った灯イベント「陶灯路」を行う活動です。「陶灯路」
を通して地元の人が京都の伝統工芸に触れる
機会を作り出し、次世代へ伝統文化を伝えてい
きます。具体的には、醍醐地域の子どもや学生
に陶器作りを体験してもらい、「やましな駅前陶
灯路」の当日に、陶器を作ったお子さんとその保
護者に参加していただき、見物客との交流をはかります。
●問い合わせ先／市総合政策室大学政策担当（電話222-3103）

 〇区民バレーボールカーニバル
　６月18日に「第41回山科区民バレーボールカーニバル」が、山階南小
学校と百々小学校の各体育館で開催され、区内13学区から21チームが
出場し、白熱した戦いが繰り広げられました。優秀チーム（グループ内
２戦２勝）は以下のとおりです。
●優秀チーム
　山階体育振興会Ｂチーム
　鏡山体育振興会Ｂチーム
　山階南体育振興会Ｂチーム
　百々体育振興会チーム
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　大塚体育振興会Ａチーム
　大塚体育振興会Ｂチーム
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇第64回京都市ソフトボール大会
　第27回京都市壮年ソフトボール大会
　７月23日、厳しい暑さの中、岩倉東公園グラウ
ンドにて、市ソフトボール大会が開催されました。
● 一般の部／８回目の出場となる百々体
振チームは、大いに健闘したものの、強
豪チームの梅津（右京区）に惜しくも破
れました。
● 壮年の部／３年連続８回目の出場を果
たした山階南体振チームは、桃山東（伏
見区）と対戦しました。緊迫した試合が展開されましたが、前年度覇
者の貫録を見せつけた山階南体振チームは、見事に勝利し、11月３日
（金）にわかさスタジアム京都で行われる準決勝戦への出場権を獲得
しました。
　応援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）

山階南体振チーム
（壮年）が準決勝に
進出!!


