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 〇一年の締めも、始まりも、山科で
～区内の除夜の鐘をつけるお寺、無料振る舞いのある

　主な初詣スポットをご紹介～

―除夜の鐘―

毘沙門堂（びしゃもんどう）
場所　安朱稲荷山町18（地下鉄「山科駅」徒歩20分）
問い合わせ先　電話581-0328　※甘酒の無料振る舞い

永興寺（ようこうじ）
場所　御陵大岩15（地下鉄「御陵駅」徒歩10分）
問い合わせ先　電話591-3647
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本願寺山科別院（ほんがんじやましなべついん）
場所　東野狐藪町２（地下鉄「東野駅」徒歩10分）
問い合わせ先　電話581-0924　※甘酒の無料振る舞い

山科には歴史ある場所が盛りだくさん！大晦日、新年
は山科の寺院、神社にぜひお出かけください

京都市長　門川大作

―初　詣―

岩屋神社（いわやじんじゃ）
場所　大宅中小路町67
　　　（京阪バス「大宅（岩屋神社前）」
　　　から徒歩10分）
問い合わせ先　電話571-0833

振る舞い
御神酒



5

折上稲荷神社
（おりがみいなりじんじゃ）
場所　西野山中臣町25
　　　（地下鉄「椥辻駅」徒歩15分）
問い合わせ先　電話581-1834

諸羽神社（もろはじんじゃ）
場所　四ノ宮中在寺町17（地下鉄「山
科駅」徒歩10分）
問い合わせ先　電話581-0269

大石神社（おおいしじんじゃ）
場所　西野山桜ノ馬場町116
　　　（京阪バス「大石神社前」から徒歩１分）
問い合わせ先　電話581-5645

花山稲荷神社（かざんいなりじんじゃ）
場所　西野山欠ノ上町65
　　　（京阪バス「花山稲荷」から徒歩10分）
問い合わせ先　電話581-0329　

吉利倶八幡宮（きりくはちまんぐう）
場所　勧修寺御所内町94
　　　（地下鉄「小野駅」徒歩10分）
問い合わせ先　電話312-1123　

振る舞い
甘酒

振る舞い
甘酒

甘酒振る舞い

振る舞い 樽酒、笹酒

振る舞い 御神酒、甘酒



6

日向大神宮（ひむかいだいじんぐう）
場所　日ノ岡一切経谷町29
　　　（地下鉄「蹴上駅」徒歩15分）
問い合わせ先　電話761-6639

 〇『地下鉄ファン感謝祭feat.ナイスミート in 山科』を
　開催します！
　山科区内にある大学の吹奏楽部による演奏や各
種団体による踊りなどのイベント、山科の地域の魅
力を発信するPRブースの出展など、盛りだくさん
の内容です。ぜひ、お越しください！
●日時／12月24日（日）午前11時～午後４時
●場所／東部文化会館
●費用／無料
●申し込み／不要
●問い合わせ先／
　市交通局営業推進室（電話863-5065、FAX863-5069）

 〇全市統一企画　
　京・食（きょう・しょく）クッキング
　～冬の食育セミナー～

　生き生きと元気に暮らすためには、
日々のバランスのとれた食事と、年齢
や性別・運動量に合わせた「自分の適
量」で食べることが大切です。自身の
適量を知ることは「肥満」や「低栄養」
の予防にもつながります。

振る舞い「若水」の授与

地下鉄応援キャラクター　小野陵
©Kyoto Municipal Transportation Bureau 2013-2017
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　今回は、冬が旬の食材を使った、適量バ
ランスクッキングを行います。皆様のご参
加をお待ちしています。
●日時／
　①平成30年１月24日（水）　
　②平成30年２月９日（金）
　いずれも午前10時～午後１時
● 内容／講話「食事の適量を知りましょう」
　調理実習「冬の旬野菜で適量バランス
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／①②それぞれ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／12月20日（水）から電話または窓口にて直接
●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～災害に備えて～
平成29年度　区総合防災訓練を実施
　11月19日、山階小学校において山科区総合防災訓練を実施しました。
　訓練では、約600名の学区民の皆様
のご参加のもと、安祥寺中学校の生徒
の誘導により、体験型の避難所運営訓
練や水のう、土のうの積み上げ訓練、食
料・給水訓練、各啓発ブース等の見学
を実施しました。
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　また、訓練に先立って、山階学区自治連
合会の住友会長が、平成25年台風18号の
影響による山階学区の浸水被害状況につ
いて、地図や写真パネルを使用した振り
返りを行い、参加者は当時の被害状況に
ついて再確認しました。
　災害は、突然やってきます。いざという時の対応や、避難所や地域の
集合場所について確認しましょう。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇市民しんぶん山科区版に載ってみませんか？
　市民しんぶん山科区版１月15日号で、新年の特別企画として、「山科
にこんなまちになってほしい」などのご意見とともに、区民の方の顔写
真を掲載するコーナーを作ります。ご興味のある方は、下記の日程で撮
影会を行いますので、是非、お越しください。
※紙面の都合上、撮影した写真等が掲載できない場合もございます。
　ご了承ください。
●日時／12月18日（月）午後３時～５時
●場所／山科区役所正面玄関前
●対象／山科区にお住まいの方
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

ふれあい“やましな”2018区民ふれあい文化祭
 〇～区民ギャラリー展示作品募集～

●展示日時／２月25日（日）午前10時～午後４時30分
●展示会場／東部文化会館 創造活動室
●募集作品／
　① 絵画：日本画、洋画、水彩画、版画で30号（91 cm×62.5 cm）以内。額
装および軸物のもの

　②書道：軸物、額装、色紙、短冊で半切以内
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　③ 写真：モノクロ、カラーは不問。ワイド４つ切り以内。パネル仕上
げまたは額装のもの。人物等被写体の写真は要事前承諾

　④ リサイクルアート：不用品を使った室内インテリア等の実用性の
ある作品で、立体型は、50㎝×50㎝×50㎝以内。平面型は、一辺が
１ｍ以内のもの

※ 各部門とも先着30点。一人１点で未発表のものに限る（リサイクル
アートはグループ出展可。ただし１グループ１点）
● 応募資格／区内在住または区内に通勤・通学されている方（プロを
除く）
● 申し込み方法／12月15日（金）から26日（火）までに、申し込み先で用
紙を記入の上、提出
● 作品搬入／１月10日（水）・11日（木）　午前８時30分～午後５時（山
科区役所）
● 表彰／審査会において、各部門の優秀作品を決定し、賞状および記念
品を贈呈（リサイクルアートのグループ出展は賞状のみの贈呈）
● 表彰内容／ふれあいやましな賞１点、準ふれあいやましな賞２点、優
秀賞３点程度
※ 区民ギャラリー終了後、「ふれあいやましな賞」「準ふれあいやましな
賞」のうち、一般の部の作品は３月末ごろまで東部文化会館に、小・
中学生、幼稚園・保育園の部の作品は３月下旬ごろまでアートロー
ドなぎつじに展示します。
● 表彰式／２月25日（日）午前10時30分ごろから東部文化会館ホール
にて
●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇バレーボール教室を開催します！
初心者から上級者まで、楽しんでいただけるバレーボール教室です。
日本体育協会公認指導員が、丁寧にお教えします！
●日時／12月23日（土・祝）午前９時30分～午後０時30分
●場所／山科地域体育館
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●対象／小学生（全学年）
●定員／50名（先着順）
●費用／500円
● 申し込み／12月15日（金）～12月20日（水）の期間内に、
申し込み先に電話
●申し込み・問い合わせ先／山科地域体育館（電話595-9705）

 〇体組成測定会
●日時／12月23日（土・祝）午前10時～午後２時
●場所／山科地域体育館
●内容／体脂肪、筋肉量の測定等
● 対象／中学生以上（中学生は保護者同伴でのみご参加いただけます）
※ ペースメーカーをご使用の方は、ご参加いただけませんのでご了承く
ださい。
●費用／測定料無料（別途、ジム利用料300円が必要）
●定員／60名　
●申し込み／不要
●問い合わせ先／山科地域体育館（電話595-9705）

 〇年末年始の業務案内
―申込・証明発行等の手続きはお早めに―
年末年始の各施設の休みの期間等は以下のとおりです。

総人口／ 134,727人
　男性／ 63,741人
　女性／ 70,986人
世帯数／61,116世帯
平成29年11月1日現在
（山科区推計人口）
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①生活関連施設
施設名 休みの期間

山科区役所（保健福祉センター等）
（電話592-3050）

12月29日～１月３日証明書発行コーナー（市役所・四条・竹田・
山科・北大路・桂・西院・向島・嵯峨・岩
倉証明書発行コーナー）
市営駐車場・市営自転車等駐車場 無　休
撤去自転車等保管所 12月29日～１月３日
山科消防署（電話592-9755） 無　休
上下水道局東部営業所（電話592-3058 
FAX501-1746）お客さま窓口サービスコー
ナー（電話672-7770　FAX672-7773）

12月29日～１月３日　※修繕の申し込
み、道路上の水漏れ、下水道の取付管の
清掃の連絡は電話またはFAXで常時可

深草墓園（電話641-3559） １月１日～３日　※参拝のみ可
市立病院（電話311-5311） 12月29日～１月３日（救急外来は無休）

②区内の公共施設
施設名 休みの期間

山科図書館（電話581-0503） 12月29日～１月４日
山科青少年活動センター（電話593-4911） 12月29日～１月３日
山科地域体育館（電話595-9705） 12月29日～１月３日
アスニー山科（電話593-1515） 12月29日～１月３日
東部文化会館（電話502-1012） 12月28日～１月４日

③急病診療所・休日急病歯科中央診療所
（受診には保険証などをお忘れなく）

診療科目 場　所 受付時間

小児科・内科・眼科・
耳鼻咽喉科
※ 急病に対する応急的
な診察のみ

京都市急病診療所（中京区西
ノ京東栂尾町６（府医師会館１
階））（電話354-6021）

12月29日～１月３日
小児科／午前10時～午後５
時・午後６時～午前０時
内科・眼科／午前10時～午後
５時・午後６時～10時
耳鼻咽喉科／午前10時～午後
５時

歯科　
※ 休日等の急病に対す
る応急的な治療のみ

休日急病歯科中央診療所（中京
区西ノ京東栂尾町１（府歯科医
師会口腔保健センター1階））

12月29日～１月４日
午前10時～午後５時
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④市バス・地下鉄
種　類 運行状況等

市バス 12月29日～１月３日は休日ダイヤで運行　
12月31日は初詣終夜バスを運行

地下鉄
12月30日～１月３日は土曜・休日ダイヤで運行　
12月31日は終夜運行。12月29日（金）は、
地下鉄深夜便「コトキン・ライナー」を運行

定期券発売所 12月31日～1月3日休み

⑤ごみ等の収集（12月29日までは通常の曜日どおり収集）
※ 詳細は12月中旬に配布する「お知らせビラ」またはHPでご確認くだ
さい。
品目 日 12/30 12/31～1/3 1/4～1/5 1/8～1/9 1/10～

燃やすごみ
収集は
ありません

収集は
ありません

通常の曜日
どおり収集

通常の曜日
どおり収集

通常の曜日
どおり収集

缶・びん・
ペットボトル

収集は
ありませんプラスチック製

容器包装
月～金曜日
の市内全区
域を収集

通常の曜日
どおり収集

小型金属類・
スプレー缶

第１水曜日の
区域を収集

◎その他の収集品目（12月29日までは通常どおり収集）
12/30 12/31～1/8 1/9 1/10～

雑がみ 第１水曜日の
区域を収集 収集は

ありません
通常の曜日
どおり収集せん定枝

（モデル実施）
第１火曜日の
区域を収集

通常の曜日
どおり収集
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◎その他ごみ
種　類 施設・連絡先 休みの期間

大型ごみ
大型ごみ受付センター
（電話0120-100-530、携帯からは
電話0570-000-247）

12月29日～1月３日（年内収集の受
付は12月22日まで）

持込ごみ

南部クリーンセンター
（電話611-5362）
東北部クリーンセンター
（電話741-1003）

12月31日～1月３日

犬・猫などの
死体

死獣受付センター
（電話0120-100-921、携帯からは
電話0570-000-614）

12月31日～1月3日（年内収集の受
付は12月30日午前11時30分まで）

臨時し尿収集 生活環境美化センター
（電話681-5361）

12月31日～1月３日（年内収集の申
込みは12月26日まで）

 〇情報掲示板

福　祉

■重度障害のある方への手当等の支給
　重度障害のある方に次の手当等を支給します。申請方法等の詳細は
お問い合せください。
①特別障害者手当
対象　 日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上で在宅の重度障

害者
支給額　月額26,810円
②障害児福祉手当
対象　 日常生活で常時介護が必要な20歳未満で在宅および入院中の

重度障害児
支給額　月額14,580円
③外国籍市民重度障害者特別給付金
対象　 旧国民年金法の国籍条項により障害基礎年金を受給できない重

度障害のある本市在住の外国籍市民
支給額　月額41,300円
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※①～③いずれも所得制限あり。年４回払い
問い合わせ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）

保険・年金

■国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険か
らのお知らせ
　平成29年中に、ご自身や生計を一にする配偶者その他の親族の方の
国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金及び介護保険の保険料
を納付されると、その金額は所得税や住民税の社会保険料控除として
所得金額から差し引くことができます。（年金からの引き落としの場合
は、徴収されたご本人が納付されたことになります）納め忘れがないか、
今一度ご確認ください。
問い合わせ先　
国民健康保険・後期高齢者医療制度　保険年金課資格担当　
電話592-3105
介護保険　健康長寿推進課高齢介護保険担当　電話592-3290
国民年金　日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル　電話0570-003-004

■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　保険料の納付は口座振替が便利です。お申込みは、領収書または納
入通知書など国保記号番号（後期高齢者医療制度の場合は、被保険者
番号と徴収番号）の分かるもの、預（貯）金通帳、預（貯）金通帳の届出印
をお持ちのうえ、預金口座のある金融機関、郵便局または保険年金課窓
口へ。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■国民健康保険料夜間納付相談日のご案内
　区保険年金課にて、夜間の開庁日を設けています。
日時　12月22日（金）17:15～19:30
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問い合わせ先　区保険年金課徴収担当（電話592-3107）

相　談

相　談 日　時 問い合わせ先

弁護士による京都市民法
律相談

毎週水曜日（閉庁日を除く）
13:15～15:15

区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

※予約（問い合わせ先に電話または来所）
　相談日の週の月・火曜日8:30～17:00
　相談日当日8:30～14:45　※定員12名（先着順）
司法書士による
無料登記・法律相談 1月9日（火）13:30～15:30 京都司法書士会

（電話241-2666）

無料行政相談 １月11日（木）13:30～16:00 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 12月19日（火）13:30～16:00 京都府行政書士会第６支部

事務局（電話692-2500）

※相談場所はいずれも区役所２階第２会議室

健康・長寿

■検診のお知らせ
検診の種類 日　時 費　用

胸部（結核・肺がん）　
対象　結核:15歳以上　
　　　肺がん:40歳以上
　　　【胸部Ｘ線検査】

毎月第２・４金曜日
9:00～10:30　
受付　 区役所1階Ｘ線撮影室前

無料
（喀痰検査が必要な
場合は1,000円）

大腸がん　
対象　40歳以上
　　　【便潜血検査】

毎週火・木曜日8:30～11:00　
受付　区役所１階健康長寿
　　　推進課（①- １番窓口）

300円

胃がん（予約制。問い合わせ
先へ電話）　
対象　50歳以上
　　　（次年度から2年に1回）
　　　【バリウムによる
　　　胃部Ｘ線検査】

毎週火・木曜日
9:00～（時間指定）
受付　区役所１階健康長寿
　　　推進課（①- １番窓口）

1,000円

※ 大腸がん検査は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。
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※いずれのがん検診も免除制度あり。
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？ま
た、お口のことで困ったことがあればご相談ください！
日時　12月22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）
費用　無料申し込み方法　不要
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
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）

イベント・講座

アヴェ・マリア幼稚園（電話592-6404） 

■地域子育て支援事業
たまごグループ『産後子連れヨガ』
日時　 １月17日（水）10:15～11:15
申し込み方法　１月16日（火）までに当園へ
対象　３ヶ月～１歳の誕生日までの幼児とその母親
定員　15名
必要なもの　バスタオル、汗ふきタオル、飲み物、ヨガマット（持参可）

山科図書館（電話581-0503）

■お楽しみ会
手話で歌おう・絵本の読み聞かせ　
日時　12月23日（土・祝）11:00～
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■赤ちゃんの会－トコトコくらぶ－
親子で整体体験・絵本の読み聞かせ　
日時　１月15日（月）11:00～

■テーマ図書の展示と貸出
12月　一般書「年越し準備」 絵本「クリスマス」
 1月　一般書「温泉」 絵本「いぬ」

移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
12月25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
12月27日（水）
10:00～10:40 場所　大塚小
11:00～11:40 場所　大宅小

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
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 〇交通安全スポットニュース
年末の交通事故防止府民運動実施中

ドライバーの皆様へ
・早めの前照灯点灯を心掛けましょう
・前照灯点灯は、上向き（ハイビーム）

歩行者の皆様へ
・国道1号・外環状線・三条通は歩行者横断禁止です
・夜間の横断中の交通事故が多発しています
・夜間の外出時は、明るい服装で反射材を利用しましょう

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

 〇2017年大晦日のつどい
　みんなで楽しく新年を迎えませんか。区内の方ならどなたでも参加
できます。飲み物・おせち料理の差し入れ大歓迎！運営ボランティア
も募集中です。
●日時／12月31日（日）午後０時～３時
●会場／山科総合社会福祉会館２階
●費用／500円
● 内容／開幕太鼓、マジックショー、演芸、ビンゴゲーム大会、会食（年
越しそば、お雑煮）など　

※運営ボランティアの申し込みは問い合わせ先へ
● 問い合わせ先／山階社会福祉協議会2017大晦日のつどい実行委員
会事務局（電話581-1352）
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 〇第29回 市民スポーツフェスティバル
　11月３日、西京極総合運動公園で「第29回市民スポーツフェスティバ
ル」が開催され、山科区からは各種大会に総勢45チーム、約300人が出場
しました。特に、昨年度に続き「ソフトボール大会（壮年の部）」に出場し
た山階南体振チームは、強豪チームの西京極（右京区）との決勝戦で、残
念ながら敗れはしたものの、最終回に７点差という大差を見事に追い
つき、大会を大いに盛り上げました。
●種目別成績（入賞以上）
◆ソフトボール（壮年の部）
　準優勝：山階南
◆ソフトバレーボール
　優秀チーム：鏡山Ａ、陵ヶ岡、
　小野Ａ、小野Ｂ
◆ペタンク　
　優秀チーム：山階、鏡山Ｂ

 〇第27回 山科区民ニュースポーツ祭
　11月12日、「第27回山科区民ニュースポーツ祭」が開催されました。グ
ラウンド・ゴルフ大会、ソフトバレーボール大会ともに白熱した試合が
展開され、５年ぶりに大宅小学校での開催と
なったグラウンド・ゴルフ大会は鏡山体振
チームが３年連続の優勝、ソフトバレーボー
ル大会は大宅体振チームが２年連続の優勝
を果たしました。
●グラウンド・ゴルフ
◆団体の部
　優勝：鏡山　準優勝：音羽　３位：大宅
◆個人の部
　優勝：古島 政太郎さん（鏡山）
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　準優勝：瀧尻 民子さん（音羽）
　３位：谷口 直美さん（鏡山）
●ソフトバレーボール
　優勝：大宅Ｂ　準優勝：山階南Ａ
　３位：陵ヶ岡Ａ、百々Ａ
　優秀賞：鏡山Ｂ、音羽、山階南Ｂ、小野Ｂ

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇新たに戦没者遺族相談員が決まりました。
　戦没者遺族相談員は、戦没者遺族の年金や弔慰金等に関する相談に
応じ、必要な助言等を行っています。厚生労働大臣から委託を受け、各
区に配置されています。
相談員：松岡　玲子氏（電話525-0575（自宅））
　　　　（任期　平成31年９月30日まで）
●問い合わせ先／区生活福祉課管理担当（電話592-3215）

 〇ご存じですか？「ヒアリングループ」
　ヒアリングループとは、補聴器等を使用されている方の「聞こえ」を
支援する設備です。補聴器等を使用されている方にとって、周囲が騒が
しい場所では話し声の聞き取りが難しい場合があります。ヒアリング
ループを用いると、マイクを通した音声を直接、補聴器や人工内耳へ伝
えることができ、講演や会議の場で、講師や発言者の声をクリアに聞く
ことができます。

ヒアリングループが設置されていることを
示す「ヒアリングループマーク」が目印です 会議等での利用風景▲
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※ （一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会からの通知により
「磁気誘導ループ」という呼び方を「ヒアリングループ」に変更して
います。

●ヒアリングループの音声の聞き方
　設置施設で補聴器等のスイッチを「Ｔモード」に切り替えてください。
（補聴器等の機種により異なる場合があります）

●区内の設置状況
　・山科区役所　・東部文化会館　・アスニ―山科
※ 区外の設置施設や各施設の利用方法については左記にお問合せくだ
さい。
● 問い合わせ先／市障害保健福祉推進室（電話222-4161）　
　区総務・防災担当（電話592-3065）

第52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

子どもたちの笑顔が多くなることを目指して
～山科区母子寡婦福祉会～
　山科区母子寡婦福祉会は、母子家庭の福祉の向上を目指して活動し
ている団体です。春、夏、冬の長期休みにおける小中高校生を対象とし
た無料学習会、芋ほりなどの体験会や交流会、保護者のための情報提
供・相談活動を行っています。

■補聴器のスイッチ

※ 購入された販売店でご確認ください。
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　会長の草野さんによると、無料学習会
は夏休みの宿題など、個人の目的に応じ
た学習に加え、スポーツ・理科実験・料
理教室などの体験の時間もあります。学
習の後は、軽食を囲み、保護者も一緒に交
流する時間も設けています。「経済負担無
く学習の機会を提供することが目的です
が、似たような境遇の方同士、悩みを打ち
明けることができたり、スタッフが人生の先輩として相談にのったりす
るなど、交流の時間も大事にしています。」とのこと。最近は母子家庭だ
けでなく父子家庭の参加もあるそうです。
　様々な事情を抱えた家庭の問題に対応するには専門家の力も必要で
すが、京都市母子寡婦福祉連合会の運営する「京都市ひとり親家庭支
援センター」と連携し、対応するそうです。
　スタッフの大下さんに活動に参加するきっかけをお聞きしました。
「自分が子育て真っ最中の時、この会に参加し、相談にのってもらって助
かりました。先輩と出会うことで、様々な情報が得られたので、人のつ
ながりは大切だと思います。」今も子育ては続いていますが、今度は自分
がサポートする側になろうと思ったそうです。「学習会の参加者から、高
校や大学への合格報告をもらうと、活動のやりがいを感じます。」
　これまでの経験を通じて大下さんが感じているのは、「人生をどう生
きるかより、誰と出会うかが大切」だということ。まずは学習会に参加
してみて、悩みがあれば相談してくださいとのことです。
　この冬は無料学習会とトランポリンの体験教室を開催する予定です。
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◎無料学習会
12月23日（土・祝）午前10時～午後１時　
定員15人　会場：山科青少年活動センター
◎ トランポリン体験教室〈参加費300円〉
12月28日（木）午後１時～２時
定員10人　会場：京都スポーツ教室（山科区勧修寺平田町９）
　いずれも申込は京都市母子寡婦福祉連合会（電話708-7751）まで。
申込締切は12月20日（水）午後１時です。（応募者多数の場合は抽選）

（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）


