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 〇ちょっと待った！その電話、サギです！
　最近、区役所や警察、銀行をかたって、お金をだ
まし取る「特殊サギ」が流行しています。
　お金に関係した電話は、まず「サギ」を疑うよう
にしてください。

山科をもっと安心・安全なまちにするため、区民の皆
様のご協力をお願い申し上げます。

京都市長　門川　大作

こんな手口が多発中！

ニセ警察官

警察や金融機関が
お金を要求することは
絶対にありません！

ＡＴＭ機を操作して、
自分の口座に還付金は
振り込まれません！

あら、
たいへん！

すぐに！？
急がなきゃ！

よろしく
お願いします

ニセ日銀職員

ニセ日銀職員

大丈夫ですよ
日銀が預かって
保護します

口座からすぐに全額
引き出してください

お金を預かります

ニセ警察官
捜査本部の
捜査二課の
○○です

あなたの口座が
ねらわれています
後ほど銀行から連絡
があります

還付金詐欺

お金が返って

くるのね

できるかしら･･･

ニセ区役所職員

ニセ銀行職員

ニセ銀行職員

還付金には特殊な
ATM操作が必要です

言うとおりにボタンを
押せば大丈夫です

○○スーパーの
ATMに着いたら
電話をください

山科区役所です

医療費の還付金が
あるので、○○銀行
から電話があります

まず
ＡＴＭ画面を･･･

次は金額を
入力して･･････
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「私はだいじょうぶ!!」そんな人ほど騙されています！
山科区での特殊詐欺被害状況
※平成29年８月末日現在
認知件数：10件
被害総額：約1,390万円

サギの流行歌
♪これも詐欺～、あれも詐欺～
　たぶん詐欺～、きっと詐欺～♪
※京都府警が作った、松坂慶子さんの「愛の水中花」の替え歌です。
　CDを山科警察署、山科区役所で貸し出しています。

安心・安全やましな笑顔と“きずな”パレード2017
　山科区では、平成27年10月に「世界一安心安全おもてなしのまち京都 
市民ぐるみ推進運動 山科区推進協議会」を設立し、区民の皆様ととも
に犯罪のない安心・安全なまちの実現に取り組んでいます。これらの
取組を一層推進するため、９月16日、約300名の出席のもと、山階小学校
で式典を行い、「サギの流行歌」の合唱や、山階小学校児童による「安心
安全宣言」が行われました。その後、外
環状線をパレードする予定でしたが、雨
のため中止となり、消防隊とカラーガー
ド隊による演奏等が行われました。
●問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当
　（電話592-3088）
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他にも最近山科区で多い犯罪とその対策はこちら

空き巣
　在宅、外出時を問わず、自宅の施錠を徹底しましょう。防犯カメラや防犯
灯等を設置するなど、空き巣に狙われにくい工夫を行ってください。

放火
　山科区において、火災の原因の一位は放火です。家の周りに燃えやす
いもの（ビニール、古新聞、ダンボール等）を置かないようにしましょう。

自転車盗
　駐輪する際には、必ず施錠しましょう。ワイヤー錠などの補助錠を
使って、二重に掛けると効果的です。防犯登録もお忘れなく。

車上荒らし、車上ねらい
　駐車場に停めた車から、工具類が盗まれる被害が多発しています。車
を離れる時には必ず鍵をかけ、工具類や貴重品等を車内に置かないよ
うにしましょう。
　また、車載防犯器具の導入も効果的です。

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

 〇人権月間　山科区人権のつどい
　12月は人権月間です。人権について考える機会をもちませんか？
● 内容／ニュースの裏側から見た人権問題をテーマに
講演を行います。
　講師：高岡達之氏（読売テレビ放送報道局解説委員）
※要約筆記、手話通訳有
●費用／無料

高岡　達之氏
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●日時／12月１日（金）午後１時開演（午後０時30分受付開始）
●場所／東部文化会館
●定員／500名（先着順）
● 申し込み方法／10月20日（金）から11月17日（金）までに、申し込み先に、
氏名、同伴者数（本人と同伴者で５名まで）、電話番号（代表者）、イベ
ント名を添えてお申し込みください。（Eメール、FAXでお申し込みの
方は、入場が出来ない場合のみご連絡差し上げます）
● 申し込み先／京都いつでもコール（電話661-3755　FAX661-5855ま
たは、ホームページ申込フォーム）
※車いすでご来場される方は、申し込みの際にお伝えください。
※区役所での申込みはできません。

人権啓発ポスター展
　区内市立中学校の生徒による「人権啓発ポスター」の作品展示を
行います。
●期間／12月８日（金）～27日（水）
●場所／アートロードなぎつじ（地下鉄椥辻駅構内）
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇山科疏水に架かる日本初の鉄筋コンクリート橋等を
　巡るウォーキング
　「明治150年・京都の奇跡プロジェクト」のプレイベントを開催します。
●日時／11月18日（土）午後１時30分～午後４時
●集合場所／地下鉄山科駅改札前「音の広場」（午後１時15分集合）
● 行程／地下鉄山科駅～山ノ谷（黒岩）橋～日本最初の鉄筋コンクリー
ト橋（11号橋）等～地下鉄御陵駅
●参加費／無料
●定員／20名（先着順）
● 講師／高橋良和氏（京都大学工学研究科教授）
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● 申し込み方法／10月31日（火）（当日消印有効）までに、郵送または 
FAXで①参加者全員の氏名（ふりがな）②年齢③住所④連絡先をご
記入のうえ、申し込み先へ
● 問い合わせ・申し込み先／区総務・防災担当（電話592-3066､FAX
502-1639､〒607-8511(住所不要)）

 〇～小学校への入学手続きをお忘れなく！～
来年４月、小学校へ入学する新１年生の保護者の方へ
　10月下旬に、対象児童の保護者の方へ、入学に関する書類（入学届）
を送付します。
　内容を必ずご確認いただき、11月６日（月）までに、指定の学校へご提
出ください。
※ 就学時健康診断の日程は、指定の学校へお問い合わせください。（入
学届の提出時にも学校からご案内します）
● 対象／平成30年４月に小学校へ入学する児童　平成23年４月２日
～平成24年４月１日生まれ（国・私立小学校に入学予定、市外に引越
し予定の方も含む）
● 問い合わせ先／指定の学校または市教育委員会調査課（電話222-
3772）就学時健康診断は、指定の学校または市教育委員会体育健康
教育室（電話708-5321）

※入学届が届かない場合は、区市民窓口課（電話592-3093）へ。

 〇参加無料　「山科検定」講習会
　「第２回山科検定」（11月26日（日））に向け、山科に対する知識を深め
魅力にふれる講習会を開催します。
●日時／第一回11月２日（木）　午前10時～12時（各回２部構成）
●内容／
　第１部 一瀬和夫氏（京都橘大学教授）
　第２部 鏡山次郎氏（ふるさとの会事務局長）
●場所／区役所２階大会議室
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●定員／100名（先着順）
● 申し込み方法／必要事項（①氏名（ふりがな）、②電話番号、③受講日）
を記載のうえ、郵送・FAX・Eメールで下記までお申込みください。
● 申し込み・問い合わせ先／（一社）山科経済同友会事務局（〒607-
8322　山科区川田清水焼団地町６-２　電話501-1818　FAX501-2220
　Eメールアドレス info@y-k-d.com）

 〇第16回　山科区「区民歩こう会」
● コース／安朱小学校スタート→琵琶湖疏水沿い→東山自然緑地→七福
思案処→東山トレイル→南禅寺水路閣ゴール（約５km・所要２時間）
　コースの一部が大政奉還150周年記念「京都幕末維新を歩こう！」
のスタンプラリーで、山科エリアで唯一ポイントに指定されている本
國寺を通るルートです。
●日時／12月３日（日）　午前９時集合（雨天中止）
●対象／山科区内にお住まいの方
●集合場所／安朱小学校（JR・京阪・地下鉄山科駅下車徒歩約９分）
●申し込み方法／①、②のいずれかの方法でお申し込みください。
　①各学区体育振興会の役員に直接申し込む
　② 学区名、氏名（代表者）、人数をご記入のうえ、郵送または、FAXで申
し込み先へ

● 申し込み期間／10月16日（月）～11月14日（火）（郵送の場合11月14日
の消印まで有効）
● 問い合わせ先／山科区体育振興会連合会事務局（区まちづくり推進
担当）（電話592-3088、FAX 502-8881、郵送先　〒607-8511（住所不要））
※ 当日天候による実施の有無は、午前８時以降テレフォンサービス（電
話502-8881）でご確認ください。

 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／11月27日（月）午前９時30分集合（10時出発、12時頃帰着予定）



9

● 集合場所／ラクト山科公園（大丸向かい）
● コース／ラクト山科公園～永興寺～本圀
寺～洛東高校前～諸羽神社～ラクト山
科公園（約６km・２時間程度）
●  対象／山科区内にお住まいの方（ただし、
医師から運動制限を受けていない方）
●持ち物／飲み物、雨具等（歩きやすい服装・靴でお越しください）
● 申し込み方法／11月10日（金）午前８時30分から、電話またはFAX、Ｅ
メールにて、参加者全員の①氏名（ふりがな）、②年齢③住所④連絡先
⑤医師からの運動制限の有無を、申し込み先へお知らせください。

 〇山科区健康づくりサポーター「キャットハンズ」に
　なりませんか？
　「自分のために、地域のみんなのために」健康長寿推進課の職員と一
緒に、健康づくりに関する活動（ウォーキング、ロコモ予防体操等）を
行っています。
●日時（全３回　時間はいずれも13:30～15:30）
11月 8日（水） 健康づくりサポーターとは/運動の話と運動実技

11月15日（水） 活動体験談、交流会等

11月22日（水） グループワーク等、健康づくりサポーター認定証の交付

●場所／区役所２階大会議室
●定員／20名（先着順）
●申し込み方法／10月18日（水）午前８時30分から電話で
● 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メール：yamashina-kenko@city.kyoto.lg.jp）
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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
新しい保険証をお送りします
　11月中に新しい保険証を簡易書留郵便等によりお届けしますので、
①新しい保険証の記載内容に誤りはないか、②他の保険に加入した方
や住所を変更した方についての届出を忘れていないかの２点をご確認
ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　保険料を滞納されている世帯については、延滞金をお納めいただき
ます。また、災害その他の特別の事情もなく保険料を滞納していると、
有効期限を短縮した保険証の交付、一旦医療費の全額をお支払いいた
だく資格証明書（国民健康保険のみ）の交付、財産の差押えを行うこと
があります。保険料の滞納がある場合は至急納付してください。
　また、保険料を納付することが困難な事情がある場合は、問い合わせ
先までご相談ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

総人口／ 134,714人
　男性／ 63,727人
　女性／ 70,987人
世帯数／61,015世帯
平成29年９月1日現在
（山科区推計人口）
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相　談

■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）

■住みよい山科　暮らしの一日合同行政相談
　相続、登記、税金、年金、交通などで、様々なお悩みについて、警察署、
税理士、行政相談員などがお応えします。
日時　11月９日（木）13:30～16:00（15:30受付終了）
場所　区役所２階大会議室
問い合わせ先　総務省京都行政監視行政相談センター（電話802-1100）

■司法書士による無料登記・法律相談
日時　11月14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）

健康・長寿

■献血のお知らせ
日　程 時　間 場　所

10月20日（金） 9:30～12:00/13:00～15:30 マツヤスーパー山科三条店前

11月２日（木） 10:00～11:30/12:30～16:00 勧修小学校

問い合わせ先　区健康長寿推進課地域支援担当（電話592-3214）
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■がん検診のお知らせ　胸部・大腸がん・胃がん検診
①胸部（結核・肺がん）検診
日時　毎月第２・４金曜日9:00～10:30
対象　 15歳以上の方。（肺がん検診は40歳以上。65歳以上の方は感染症

法により年１回の胸部検診受診が義務づけられています。）
費用　無料（喀痰検査が必要な場合は1,000円）
申し込み方法　不要
受付　区役所1階Ｘ線撮影室前。
②大腸がん検診
日時　毎週火・木曜日8:30～11:00
対象　40歳以上の方
費用　300円
必要なもの　 検査容器（事前に受け取った検査容器にご自宅で２日分

の便を採取後、当日受付に提出してください。）
申し込み方法　不要
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
③胃がん検診（バリウムによる胃部X線検査のみ実施）
日時　毎週火・木曜日9:00～時間指定
対象　50歳以上の方。（次年度から２年に１回）
費用　1,000円
申し込み方法　予約制。問い合わせ先へ
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
※いずれのがん検診も免除制度あり
※詳細は本市ホームページをご覧ください。
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）

■“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？
お口のことで困ったことがあればご相談ください！
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日時　10月27日（金）9:00～10:30
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）
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）

お知らせ

■11月及び12月は、市税の「滞納整理強化期間」です
　11月及び12月は、昼間や平日に連絡の取れない方に対し、夜間、休日
に各戸訪問や電話等により、納税の指導、催告を実施します。納付に進
展のない滞納者に対しては、財産調査を徹底し、財産がありながら納税
されない場合には、差押さえを強力に実施します。特別な事情があって
納付が困難な場合には、早急に税務センターにご連絡ください。
問い合わせ先　山科税務センター（電話592-3310）

■平成29年分年末調整（給与支払報告書等作成）説明会
　平成29年分の年末調整の方法や、平成29年中に支払われた給与にか
かる給与支払報告書（源泉徴収票）などの住民税や所得税の法定調書
の作成と提出の方法について説明会を行います。
日時　11月17日（金）13:15～15:15
場所　東部文化会館
問い合わせ先　東山税務署（電話561-1131）　

市税事務所法人税務担当（電話213-5246）

■上下水道局の営業所では24時間、お客さまからの電話を
　受け付けています
　営業時間外は、各営業所への連絡を転送し、休日・夜間受付センター
が対応いたします。
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問い合わせ先　上下水道局東部営業所（電話592-3058）（FAX501-1746）

イベント・講座
お問い合わせは各施設等まで

京都刑務所（電話581-2171）

■第40回京都矯正展
　全国の刑務所作業製品の展示・販売や刑務所内の見学を実施しま
す。吹奏楽や和太鼓演奏、京都パープルサンガ、警察・消防や自衛隊の
ブースも出展します。
日時　10月21日（土）10:00～16:00　10月22日（日）10:00～15:00
場所　京都刑務所

京都薬科大学（電話595-4600）

■公開講座
　「イギリス文化」「環境問題（PM2.5など）」をテーマにした京都薬科大
学の渡辺徹志教授、今井千壽准教授による講演、および薬用植物園「御
陵園」の見学（生薬等の解説付）を実施します。
日時　10月21日（土）13:00～16:30
費用　無料
申し込み方法　不要
場所　京都薬科大学

東部文化会館（電話502-1012）

■第13回コーラスフェスティバルin山科・醍醐
　山科区及び伏見区醍醐地域を拠点に活動を行うコーラス団体による
合同発表会です。
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日時　10月29日（日）12:30開場／13:00開演／16:30終演
費用　無料
申し込み方法　不要
定員　550名

山科中央老人福祉センター（電話501-0242）

■文化祭
　当センターで活動する同好会の発表会です。
①作品展示
日時　11月２日（木）13:00～16:00　11月４日（土）9:00～15:30
②舞台発表
日時　11月５日（日）11:00～15:30
申し込み方法　不要

山科区社会福祉協議会（電話593-1294）

■第23回山科社会福祉大会
①第１部：式典
②第２部：記念講演（NPO法人チャイルドライン）自分と相手の気持ち
を大切にして、元気に地域で活動できるコミュニケーションのヒント
日時　11月11日（土）14:00～16:30
申し込み方法　 手話通訳・要約筆記、点字資料希望の方は10月26日

（木）までに当協議会へ
場所　東部文化会館

アヴェ・マリア幼稚園（電話592-6404）

■地域子育て支援事業
ひよこグループ「お遊戯室で遊びましょう♪」
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日時　10月18日（水）14:00～15:30
対象　１歳～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
たまごグループ「保育室開放」
日時　10月17日（火）10:15～11:15
対象　３ヶ月～１歳までの親子
費用　無料
申し込み方法　当日までに当園へ

山科図書館（電話581-0503）

■お楽しみ会
絵本の読み聞かせ他
日時　10月21日（土）11:00～　11月18日（土）11:00～
■Head Shouldersで遊ぼう!
英語の歌や読み聞かせ他
日時　10月28日（土）14:30～
■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　11月６日（月）11:00～
■赤ちゃんの会ートコトコクラブー
絵本の読み聞かせ他
日時　11月20日（月）11:00～

■テーマ図書の展示と貸出
10月　一般書「○○の秋」　絵本「ほん・としょかん」
11月　一般書「仕事・働くこと」　絵本「しごと」
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移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
10月23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
10月25日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小

 〇ふれあい“やましな”2017区民まつり前売券を
　販売します！
● 価格／100円５枚つづりを前売販売価格450円で販売。
（当日、希望の商品が売り切れの場合はご容赦くださ
い）
● 前売券の使用可能コーナー／フランクフルト、うどん、
ジュース、ビール、みたらし団子、わたがし、ポップコーン、ボールすく
い、ラッキー抽選くじ
● 販売期間／11月６日（月）～11月17日（金）　※雨天中止の場合のみ払
戻しを行います。
● 販売場所・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））

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
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電子メール（ホームページから）

山科スポーツNEWS

 〇第53回京都市バレーボール祭
　８月27日、ハンナリーズアリーナ、市民
スポーツ会館で京都市バレーボール祭
が開催され、山科区からは４学区が参加
しました。残念ながら優秀チームに輝い
たチームはありませんでしたが、４チー
ムとも熱戦をくりひろげ、健闘しました。

 〇平成29年度山科区民チャンピオン大会
　９月10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、頂点
に輝いた山階南体振チームが、３年連続12度目となる優勝を飾り、百々
チームが準優勝となりました。
　この２チームが、11月26日（日）に開催
される京都市チャンピオン大会に山科
区代表として出場されます。
優　勝　山階南体振チーム
準優勝　百　々体振チーム
三　位　山　階体振チーム
三　位　鏡　山体振チーム
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

検索京都いつでもコール
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 〇平成29年度 第１回山科区民まちづくり会議開催
　９月５日、「第２期山科区基本計画」の
進ちょく状況を評価し、今後の山科のま
ちづくりについて議論する「山科区民ま
ちづくり会議」を開催しました。会議の詳
しい内容については区ホームページをご
覧ください。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇鏡山学区自治連合会、山科区役所が
　国土交通省近畿運輸局から表彰
　９月20日、国土交通省近畿運輸局から交通に関する環境改善への取
り組みの成果が顕著である事業者等に贈られる「平成29年度交通関係
環境保全優良事業者等表彰」を、鏡山学区自治連合会及び山科区役所
が受賞いたしました。
　受賞は、平成25年に復活運行された鏡山
循環バスの地域交通としての定着を目的と
した様々な取組による効果について高い評
価を受けての受賞となりました。
　授賞式は、大阪歴史博物館講堂において、
鏡山学区自治連合会の役員の方々等が出席
し、表彰式・表彰事例発表・パネルディス
カッションが盛大に行われました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当
　（電話592-3088）

 〇第16回 ぐるっとふれ愛まちフェスタin 山科を開催します！
11月5日（日）11:00～（雨天決行）　※軒下バザールを除く
　フリーマーケット、模擬店、遊びのコーナー、野菜販売、スタンプラ
リーなど、楽しさいっぱいです！ぜひ、お越しください。
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● 問い合わせ先／「ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科」事務局（山科
区社会福祉協議会）（電話593-1294）

第50回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
 〇連載区民活動きずなリレー

まちと音楽を楽しんで　～山科まちかど音楽祭～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　山科駅を降りると聞こえてくるギターやバイオリンの響きと歌声。
昨年から始まった「山科まちかど音楽祭」は、まちのにぎわいづくりと山
科の音楽愛好家の活躍の場を生み出すことが目的です。その名のとお
り、駐車場や広場などの「まちかど」で演奏が行なわれるのが特徴で、ふ
らっと通りかかった人も楽しむことができます。
　発起人の藤崎さんにお話を伺いました。藤崎さんはもともと伏見で
同じようにまちかどを舞台にした音楽祭を実施していたところ、三条街
道商店会の理事長である龍野さんに出会い、「山科でも企画してみない
か」と誘われたそう。

コンサート、手作り市、
フリーマーケット
午前11時～午後３時
問い合わせ先☎581-0145
（※雨天中止）

シニアのステージ発表、
遊び、工作コーナー　
午前11時～
午後３時30分
問い合わせ先
☎501-0242

洛東高校吹奏楽部と山階児童館の
子どもたちがパレードをして
各会場をまわります♪
午前11時ごろスタート※雨天中止

山科別院長福寺

軒下バザール

山階児童館まつり
遊び・缶バッジコーナー、
子どもの店
午前11時～午後３時
問い合わせ先☎594-4880

山科中央老人
福祉センター
文化祭

山科区社会福祉協議会
ボランティア連絡会による
バルーンアート
午前11時～午後３時
問い合わせ先☎593-1294

模擬店、活動発表
午前11時～午後３時
問い合わせ先☎593-4911

やませい“あえる”フェスタ

やったね！秋まつり
バザー、ステージ発表、
ゲームコーナー、模擬店等
午前11時～午後３時30分
問い合わせ先☎591-8821

山階児童館

山科青少年活動センター

山科総合
福祉会館

五条通

渋谷街道

三条通

山科合同
福祉センター

西本願寺
山科別院

醍
醐
街
道

外
環
状
線

山
科
商
店
会

至山科駅
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　「下見に来て、商店街に旧東海道ならではの歴史の香りが感じられる
ことや、周辺に歴史ある寺社や様々な史跡があることに感動しました。
ただ、同時に商店街に人通りが多くない現状も気になりました。せっか
く歴史ある街道なのに、車が多すぎてゆっくり歩けないことが原因の一
つのような気がします。」
　藤崎さんは、音楽の力で歩いて楽しいまちになれば商店街ににぎわ
いが生まれるのではないかと考えたとのこと。
　「平成27年に三条街道商店会主催のフェスタに連携して音楽祭を開
催したところ好評だったので、平成28年は“ぐるっとふれ愛まちフェス
タ”とも連携して、名称も“山科まちかど音楽祭”として開催するように
なりました。」２日間で合計５ヶ所開催し、18団体、計24ステージが行な
われたそうです。出演者の大半は山科在住・在勤などのゆかりのある
方々で、高校生・大学生からシニア世代までの老若男女がステージに
立ちました。
　藤崎さんに、山科の印象を聞いてみま
した。「伏見と同じく山科も京都市の中心
部から離れているせいか人々の独立意識
が強いように感じ、親近感が湧きます。歴
史資源が豊富なところも似ています。幹
線道路から一筋入ればまち歩きが魅力的
な歴史街道が残っていますので、これを大事にしてほしいですし、まち
かど音楽祭がその助けになればと思います。」
　この秋の音楽祭は11／５(日)、11／18(土)の２日間。ぜひ、ふらっと立
ち寄ってみてください。（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）



22


