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区民の、区民による、区民のためのお祭り
 〇山科義士まつり

山科義士まつりとは
　山科義士まつりは、約300年
前の元禄年間に、赤穂藩筆頭
家老の大石内蔵助良雄（おお
いしくらのすけよしたか）が、
浅野家再興に尽くしながらか
なわず、吉良邸討ち入りを決
意するまでの間、京都・山科
の地で暮らしていた史実にち
なみ開催されるお祭りです。

山科義士まつり誕生秘話
　山科では、昭和30年代後半から昭和50年代にかけて人口が急増し、
地域コミュニティとしての一体感を維持することが次第に難しくなっ
てきました。そのような中、先人たちが立ち上がり、住民同士の連帯感
を強めるとともに健全な地域コミュニティの発展を願い、地域と企業、
行政が力を合わせ、昭和49年から山科義士まつりが始められました。

区民全員参加型のお祭り
　山科義士まつりは、区民全員参加型のお祭りです。義士に扮して行列
に参加する人をはじめ、交通整理にあたる人、沿道で大きな声援を送る
人、運営に必要な資金を寄付していただく人など、多くの区民の皆さん
の力を結集し、開催されています。
　さらに、東映京都撮影所のご協力により、時代劇で使用する衣装やか
つら、小道具を使うほか、プロによる本格的なメイクなど、“ほんもの”
のお祭りを目指しています。
　義士まつりを次の世代に継承していくことは私たちの大切な責務で
す。
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第44回「山科義士まつり」
日時　12月14日（金）10：00～

山科義士まつり写真館

京都市長
門川大作

出発
10:00

毘沙門堂

J R

京阪電車

山科駅
京阪
山科駅

旧 三 条 通

府道四ノ宮四ツ塚線（三条通）

国道一号（五条通）

●地下鉄 山科駅ラクト
A棟

ラクト
B棟10:40～10:55

●地下鉄 東野駅

ラクト山科
公園

外
環
状
線

14:30～15:00
踊り

11:45～13:30
・パフォーマンス、踊り
～12:30

●地下鉄 椥辻駅
山科区役所新十条通大

石
神
社

岩屋寺

東部文化
会　館

華やかな衣装をまとった
婦人列の皆さん

討ち入り装束に身を固めた
義士隊の勇壮な出発式

寺西幼稚園の子どもたちによる
かわいい義士隊

義士の行列が威風堂々と
山科のまちを練り歩きます

私も毎年参加している山
科義士まつりをぜひお楽
しみください。
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ご協賛のお願い
　山科義士まつりは区民の皆様の貴重な協賛金によって運営されています。
　町内会や自治会を通じて、ご協賛をお願いしますので、皆様の温かい
ご支援をよろしくお願いします。

問合せ　山科義士まつり実行委員会（区まちづくり推進担当）電話592-3088

祭りに華を添える地域女性会の
皆さんによる踊り

東映京都撮影所の俳優さんによる
舞台（刃傷松の廊下）

山科警察の皆さんが行列の安全を
守ってくださいます

プロによるメイクで配役に
なりきります

のぼりを
立て祭りの
ムードを
盛り上げます

要所要所で
交通整理に
当たる
交通安全
対策協議会の
皆さん
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「やましなプラス＋」ダウンロード（無料）、iTunes 
AppStoreまたはGooglePlayで「やましなプラス」と
検索するか、下記QRコードからアプリをダウンロー
ド（無料）

 〇目指せ合格！ 「第３回山科検定」講習会
　第３回山科検定に向けて、山科に関する知識を
深め魅力にふれる講習会を開催します。
日時　11月11日（日）午前10時～正午
講演テーマ　「京都山科の寺院について」
講師　細川涼一 氏（京都橘大学 学長）
場所　区役所２階大会議室
定員　100名（先着順）
申込方法　10月2日（火）から11月2日（金）までに必要事項（①氏名（ふ

りがな）②年齢③電話番号）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。

申込先・問合せ　（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）（FAX：501-2220）
（メール：info@y-k-d.com）

App Store Google Play

小宮信夫氏
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 〇第17回山科区「区民歩こう会」参加者募集！
琵琶湖疏水～園城寺（三井寺）歴史遺産散策コース
安朱小学校スタート ▶ 琵琶湖疏水沿い ▶ 第２疏水 トンネル試作物 
▶ 四ノ宮船溜（重箱ダム） ▶ 普門寺 ▶ 琵琶湖疏水 第１竪坑 
▶ 小関越え ▶ 園城寺（三井寺）ゴール（約５ｋｍ、約２時間）
日時　12月２日（日）　午前９時　安朱小学校集合（雨天中止）
対象　区内在住の方（団体の参加可）
申込方法　10月15日（月）から11月14日（水）までに、ア、イのいずれかの

方法でお申し込みください。
ア　各学区体育振興会の役員へ直接申し込む。
イ　①学区名、②氏名（代表者）、③人数を記入のうえ、郵送

（11/14の消印有効）または、FAXで申し込み。
申込先・問合せ　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。

 〇ふれあい“やましな”２０1８区民まつり11月２3日（金・祝）開催
～前売券を販売します～
価格　450円（100円券５枚つづり・当日500円）
　次のコーナーで使用できます／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５日（月）～11月16日（金）（土日を除く）
※ 残券の現金払戻しは行いません（ただし、雨天中止

の場合のみ払戻しをします。）
※当日希望する商品が売り切れの場合は御容赦願います。
販売場所・問合せ　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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 〇第17回ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科
山科商店街と近隣の福祉関係施設が開催する誰もが楽しめるイベント
です。フリーマーケット，模擬店，スタンプラリーなど，楽しいプログ
ラムがいっぱいです！
日時　11月4日（日）午前11時～午後3時

（雨天決行）

❶軒下バザール　雨天中止
コンサート・手づくり市・フリーマーケット
問合せ　山科商店会（電話581-0145）
❷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
問合せ　山科合同福祉センター（電話591-8821）
❸山階児童館まつり
遊び・缶バッジコーナー・子どもの店・ダンス発表
問合せ　山階児童館（電話594 ‐ 4880）
❹やませいフェスタ（17ページ参照）
模擬店・活動発表
問合せ　山科青少年活動センター（電話593-4911）
❺あそびテント
ボランティア連絡会によるバルーンアート・遊びコーナー
問合せ　山科区社会福祉協議会（電話593-1294）
❺音カフェ♡足湯
いこいのコーヒー・足湯
問合せ　山科老人デイサービスセンター（電話501-0242）

洛東高校吹奏楽部と山階児童館の子どもたちが各会場をパレード！
※❷から11時ごろ～スタート（雨天中止）
問合せ　山科合同福祉センター（電話591-8821）

山科駅

大丸

西友

旧三条通

外
環
状
線

駐
輪
場
（
山
科
幼
稚
園
）

醍
醐
街
道

三条通

軒下バザール
車両通行止区間

渋谷街道

❺

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

景
品
交
換
所

❶

❷★

❸
❹



9

 〇キャット・ハンズと歩く健康ウォーキング
先着５０名（事前申込制）
日時　11月30日（金）午前９時30分

山科区役所集合（雨天中止）
（午前10時出発　正午帰着予定）

コース　「山科区役所～岩屋神社～京都橘大
学前～歓喜光寺～外環状線～山科区
役所」　約５ｋｍ　（２時間程度）

対象　医師から運動制限を受けていない山科区民（年齢制限はありま
せんが、コースを参考の上、ご自身の体調にあわせてご参加くだ
さい）

持ち物　飲み物・雨具・歩数計（お持ちの方のみ）
※歩きやすい服装と靴でご参加ください。

申込方法　10月22日（月）から11月26日（月）までに、電話または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 ⑤医師からの運動制限の有無をお知らせ
ください。
※先着順。定員になり次第受付を終了します。

申込先・問合せ　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当
（電話592-3222）（FAX：502-1677）
（メール：yamashina-kenko@city.kyoto.lg.jp）

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」になりませんか？
★健康づくりサポーター（愛称：キャット・ハンズ）とは
　『自分のために、地域みんなのために』をスローガンに、山科区保健福
祉センターと共に地域の健康づくりに関する活動（ウォーキング、健康
体操等）を行っているボランティア団体です。
日時　いずれも時間は午後1時30分～3時30分
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１回目
11月７日（水）

【健康運動指導士による講話
 （健康づくりのための生活習慣と体力測定）】

２回目
11月14日（水）

【健康づくりサポーターの役割と活動紹介・講話
 （お口の健康について）】

３回目
11月28日（水） 【グループワーク（地域の健康づくりについて考えよう）】

場所　山科区役所２階大会議室
対象者　山科区在住の方で、健康づくりに興味のある方ならどなたで

もＯＫ！
募集人数　20名（先着順）
申込方法　10月17日（水）から11月２日（金）までに電話又は窓口でお申

し込みください。
申込先・問合せ　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当

（電話592-3222）

総人口／ 134,308人
　男性／ 63,465人
　女性／ 70,843人
世帯数／61,531世帯
平成30年9月1日現在

（山科区推計人口）

３回とも受講が必要です
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 〇情報掲示板

相　談
相　談 日　時 問合せ先

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（問合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

11月13日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

住みよい山科
暮らしの一日合同

行政相談

11月8日（木）
13:00～16:00

（15:30受付終了）

総務省京都行政監視行政相
談センター

（電話802-1100）

行政書士の市民
困りごと無料相談

11月20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）

※ 一日合同行政相談は大会議室で実施。その他はすべて第２会議室で
実施

保険・年金
■新しい保険証をお送りします。
　現在お持ちの保険証は、11月30日までに有効期限が切れますので、12
月1日以降は使用できません。
　新しい保険証は、11月中に簡易書留郵便等によりお届けします。古い
保険証は、細かくきざんで処分するか、保険年金課へお返しください。
問合せ先　区保険年金課 資格担当（電話592-3105）

相続、登記、税金、年金、交通安全などの様々なお悩みについてお答えします。
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■保険料を滞納していると…
　保険料の負担の公平性を保つため、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。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、保険年金課までご相談ください。
問合せ先　区保険年金課 徴収推進担当（電話592-3107）

健康・長寿
■献血のお知らせ
日時　10月19日（金）9:30～12:00　13:00～15:30
場所　マツヤスーパー山科三条店前
問合せ先　区健康長寿推進課 地域支援担当（電話592-3214）

■成人・妊婦歯科相談
　お口の健康をチェックしてみませんか？
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　10月26日（金）・11月９日（金）

受付時間はいずれも9：00～10:30
※予約不要

場所　区役所１階 健康長寿推進課
費用　無料
問合せ先　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）
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お知らせ
■～小学校への入学手続きをお忘れなく～
来年４月小学校・義務教育学校へ入学する新１年生の保護者の方へ
　入学に関する書類（入学届）を、区役所から10月22日（月）頃発送しま
す（ご家庭への到着は翌日以降となります。）ので、11月５日（月）までに
指定の学校に提出してください｡
　国・私立小学校に入学予定の方、引っ越しの予定がある方も必ず指
定の学校へ提出してください。
　就学時健康診断の日程については、指定の学校へお問い合わせくだ
さい（決まり次第、各学校のホームページに掲載し、入学届の提出時に
も学校からご案内します）。
対象　来年４月に小学校・義務教育学校に入学する児童

平成24年４月２日生～平成25年４月１日生
問合せ先　指定の学校又は市教育委員会調査課（電話222-3772）
　就学時健康診断については指定の学校又は
市教育委員会体育健康教育室学校保健担当（電話708-5321）
※ 入学に関する書類が届かない場合は区市民窓口課へ（電話592-3093）

■１１月及び１２月は市税の「滞納整理強化期間」です
　昼間や平日に連絡の取れない方に対し、訪問や電話での催告等を実
施します。納付に進展のない滞納者に対しては、徹底して財産を調査し、
財産がありながら納付されない場合は、差押えを行います。
　特別な事情があって納付が困難な場合は、早急に税務センターまで
ご連絡下さい。
問合せ先　山科税務センター（電話592-3310）
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■平成３０年分年末調整（給与支払報告書等作成）説明会
　平成30年分の年末調整の方法や、平成30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。詳しくは問合せ先ま
でお問い合わせください。
日時　11月19日（月）13:15～15:15
場所　東部文化会館
問合せ先　東山税務署（電話561-1131）

市税事務所法人税務担当（電話213-5246）

子育て
■プレママ・パパ教室
　すべての赤ちゃんの健やかな成長と、お母さんお父さんのサポートの
ために、「妊娠期からの子育て支援」を行っています。全３回の教室です。
内容　 ❶妊娠中のこと、お産のこと【助産師】

先輩ママとの交流会【保健師】
❷赤ちゃんのいる生活、沐浴体験【保健師】
❸赤ちゃんとお母さんの食事と歯の話【栄養士、歯科衛生士】

地域の子育て情報【保健師等】
対象　妊娠中の方とそのご家族 
日時　❶11月９日（金）❷11月16日（金）❸11月30日（金）

いずれも13：30～15：30
場所　❶❷区役所１階子どもはぐくみ室多目的室

❸区役所２階第３会議室
申し込み方法　不要　
費用　無料
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592-3259）
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京都刑務所（電話５８1-２171）
■第41回京都矯正展
　全国の刑務所作業製品の展示・販売が行われるほか、刑務所内の見
学も実施します。特設ステージにおいては、吹奏楽等の演奏も予定され
ており、警察・消防・自衛隊のブースも出展されますので、ぜひお越し
ください。
日時　10月27日（土）10：00～16：00

10月28日（日）10：00～15：00

山科区社会福祉協議会（電話５93-1２94）
■第２4回山科社会福祉大会
日時　11月10日（土）14：00～16：30
場所　東部文化会館
内容　 第１部：式典

第２部：記念講演「認知症とともに明るく生きるということ」
申し込み方法　不要。手話通訳・要約筆記・点字資料を希望の方は 

10月25日（木）までに当協議会へ。

京都薬科大学（電話５9５-4677）
■公開講座
　「ドイツ人気質」「薬の正しい飲み方」をテーマにした京都薬科大学の
桑形広司准教授、楠本正明教授による講演、および薬用植物園御陵園
の見学（生薬等の解説付き）を実施します。
日時　10月20日(土)13:00～16:30
費用　無料
申し込み方法　不要
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東部文化会館（電話５０２-1０1２）
■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
日時　10月28日（日）13:00～16:30（予定）
対象　一般
費用　無料
申し込み方法　不要

■地域のみんなの雅楽鑑賞会
　平安雅楽会による解説付きの管絃及び舞楽
日時　11月17日（土）11:00～12:30
対象　一般（地域の小学校高学年の児童を含む）
費用　無料
申し込み方法　不要

■ロームシアター京都×京都市東部文化会館『Love songs』
　演出家・相模友士郎が山科区を基点に、劇場になじみのない人たち
との関わりを通じた演劇作品を創作、発表
日時　平成31年1月12日（土）18：00～

13日（日）15：00～
対象　小学生以上（未就学児不可）
費用　一般2500円
10月6日（土）から申し込み方法で販売開始。
申し込み方法　ロームシアター京都チケットカウンター（電話746-3201）

ロームシアター京都オンラインチケット
（https://rohmtheatrekyoto.jp/）
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山科青少年活動センター（電話５93-4911）
■やませいフェスタ
　年に一度、中学生・高校生・大学生と地域の方々とが一緒になって
つくるお祭り「やませいフェスタ」を開催します。
　今年は、やませい40周年を記念したプログラムを実施します。
日時　11月4日（日）11：00～15：00
費用　無料（模擬店等を除く）
申し込み方法　不要

山科図書館（電話５８1-０５０3）
■おたのしみ会
日時　10月20日（土）11：00～手話で歌おう

11月17日（土）11：00～絵本の読み聞かせなど

■多言語で遊ぼう
日時　10月27日（土）14：30～
外国語の歌や読み聞かせ他

■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
日時　11月５日（月）11：00～
絵本の読み聞かせや手遊び他

■山科文学探訪※要事前申込
日時　11月18日（日）13：00～
区内の文学ゆかりの地を散策
申し込み方法　11月４日（日）9：30～
山科図書館に電話または来館で受付
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■赤ちゃんの会―トコトコくらぶ―
日時　11月19日（月）11：00～
絵本の読み聞かせや手遊び、ふれあい遊びなど

■テーマ図書の展示と貸出
10月　一般「体を動かす」　児童「おべんとう」
11月　一般「古典」「絵画を楽しむ」児童「ことば」

移動図書館（電話８０1-4196）
■「こじか号」巡回
10月22日（月）
10：00～10：50　場所　西野山分譲集会所前
11：10～11：40　場所　山階南小学校
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小学校
10月24日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校

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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区民の皆様に親しまれ、今年で２０周年
 〇ラクト山科

　平成30年10月に、ラクト山科は誕生20
周年を迎えます。
　山科駅前地区は、JR、京阪電鉄の山科駅
に隣接し、外環状線や三条通といった幹線
道路が走る交通の要衝で、古くから多くの
商店街が立地し、発展してきました。しか
し、高度経済成長期に山科区全体が急激な
都市化が進んだにもかかわらず、山科駅前
地区については、近代化の遅れが目立ち、商業活動の停滞感が生じてい
ました。
　そうした中で、地下鉄東西線が開通するのに合わせ、道路、地下道、駅
前広場などの公共施設や、住宅、ホテル、商業施設などの整備を行う駅
前再開発事業が始まりました。
　当時は必ずしも再開発に賛同される住
民の方ばかりではありませんでしたが、
侃々諤々の話し合いの末、再開発が進めら
れることになり、今では山科のにぎわいの
拠点として多くの人に親しまれています。
再開発に携わった関係者の皆様の情熱と
御尽力に敬意を表したいと思います。
　ところで、皆さんは「ラクト」という名前
の由来をご存知でしょうか。これは一般公募された8181件の名称から
選ばれたもので、「洛東」と「楽都」をかけてできたものです。
　これまでの感謝を込めて、ラクト山科では様々なイベント、ショッピ
ングセンターでのセール等が行われます。この20周年を契機として、ま
すます区民の皆様に愛され、親しまれる施設となるよう努めてまいりま
す。

再開発前の京阪踏切付近
（昭和 58 年）

ラクト B 棟
（左の建物はラクト A 棟）
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覚えていますか？
仮設店舗「ポンテリカ山科」
　再開発ビルの工事期間中（平成５年
～11年）の仮店舗。愛称の「ポンテリカ
山科」は、「仮店舗（かりてんぽ）」を逆か
ら読んだユニークなネーミングでした。

問合せ　市街地整備課（電話213-3537）
区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇山科スポーツNEWS
京都市体育振興会連合会創立6５周年記念
第3０回市民スポーツフェスティバル
第５4回京都市バレーボール祭
　８月26日にハンナリーズアリーナ及び市
民スポーツ会館で京都市バレーボール祭が
開催されました。山科区からは４チームが参
加し、陵ヶ岡体振チームが上京区と東山区の
チームにストレートで勝利し、優秀チームに
輝きました。他の３チームも、各行政区の強豪と熱戦をくりひろげ、大
いに健闘しました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

平成3０年度山科区民チャンピオン大会
　９月９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。13学区全ての体振チームが出場し、息を
のむ激闘が繰り広げられました。決勝戦は、鏡
山体振チームが山階南体振チームに見事勝利
し、７年ぶり３度目となる優勝を勝ち取りました。同チームは、11月18日
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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  鏡 山　　準優勝  山階南　　三 位  音羽川　　三 位  大 塚
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇大宅学区自主防災会が防災功労者防災担当大臣表彰を
受けられました
　防災功労者防災担当大臣表彰
は防火・防災意識の啓発等、防
災活動に顕著な功績のあった団
体に対し表彰を行うものです。
今年度は、大宅学区自主防災会

（中川富夫会長）が本表彰を受け、９月13日に内閣府で行われた表彰式
に出席されました。
　大宅学区自主防災会は住民同士の「絆」を基本方針に掲げ、「向こう三
軒両隣」、「遠くの親戚より近くの他人」、「子どもは地域のかすがい」の
３つのスローガンのもと、安心安全な地域を目指し活動されています。

「住民の安否確認」を重点においた訓練の実施や、大学と連携した応急
手当の普及活動、実践的な避難所運営訓練等を通じた地域への防火・
防災意識の啓発が高く評価され、本表彰を受けられました。誠におめで
とうございます。
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）
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 〇道路愛護団体として国土交通大臣から安朱学区自治会
連合会が表彰されました
　国土交通省では、毎年
８月を「道路ふれあい月
間」として設定し、道路
の愛護等の顕著な功績
があった団体を国土交通大臣から表彰しています。今年度は、安朱学区
自治会連合会（幸田光雄会長）がこの表彰を受賞され、８月28日に京都
市役所において門川大作京都市長から表彰の伝達が行われました。
　安朱学区自治会連合会では、山科駅及び山科駅前における不法駐輪
に対して、平成23年から「駅前迷惑駐輪一掃作戦」と称し、毎週月曜日に
不法駐輪パトロールと道路清掃を、また、毎月１回、道路管理者である
東部土木事務所とともに啓発指導を実施されており、それらの活動が
高い評価を受け、受賞されたものです。
　今後も山科の玄関口を守っていただきますようお願いします。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇京阪バスでも市バスと同様に福祉乗車証がご利用いた
だけます！
対象路線　山科・醍醐地域を運行する路線
※ただし、山科急行線、京都南部線（13・24・24A・26号系統）は除く
ご利用方法　降車時に乗務員に福祉乗車証をご呈示ください。
その他　福祉乗車証が付いていない身体障害者手帳・療育手帳をお
持ちの方は運賃が５割引になります。
問合せ　市障害保健福祉推進室（電話222-4161）

京阪バス株式会社　経営企画室（電話682-2310）
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～山科警察署からのお知らせ～
 〇詐欺電話に注意！

　電話で区役所・警察・銀行等の職員や身内になりすまし、お金をだ
まし取る詐欺が流行しています。お金に関係した電話には注意してく
ださい。
オレオレ詐欺
事故を起こしてしまったのでお金を立て替えてほしい。
架空請求詐欺
総合情報サイトの利用料金が未納になっています。
還付金詐欺
医療費の返還があるので今すぐATMで操作が必要です。
融資保証金詐欺
低い金利で融資しますので保証料として、○○万円を振り込んでくだ
さい。
問合せ　山科警察署（電話575-0110）

 〇安心・安全やましな笑顔と“きずな”パレード２０1８
　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、
犯罪や交通事故のない安心・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15日、山階小学校
で式典を行い、治安概況報告や山階小学校の児童による安心安全宣言
をしました。その後、外環状線でパレードを行う予定でしたが、あいにく
の雨で中止となり、警察音楽隊とカラーガード隊による演奏や一燈園
中学・高校少林寺拳法部の演武などが行われました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）


