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第31回 義士親善友好都市交流会議
 〇忠臣蔵サミットin 山科が開催されます！

　忠臣蔵との繋がりが強い、歴史豊かな山科。「忠臣
蔵サミットin山科」にぜひお越しください！
京都市長　門川大作

日時　10/25（金）午後1時30分～4時30分
場所　京都市東部文化会館

入場無料
プログラム
午後１時～　　　開場
午後１時30分～　式典
午後２時～　　　交流会議
　「忠臣蔵を活かしたまちづくり」をテーマに、参加都市が、忠臣蔵ゆか
りの地ならではのまちづくりや観光の取組事例等を報告
午後３時30分～
落語家 桂南光さんによる忠臣蔵にちなんだ落語とトーク
その他にも…午後１時～５時 ※申込不要
● 山科義士まつり展示会
山科義士まつりの写真やポスターの展示など
● 山科の特産品の展示・販売
京焼・清水焼などの展示・販売
● お茶席（300円・無くなり次第終了）
定　員：450名（事前申込制）
申　込：９月25日（水）～10月15日（火）までに、４頁記載の申込先に、氏

名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号をご連絡ください。
同伴者がいる場合は、人数（本人と同伴者で５名まで）・氏名
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を添えてお申込みください（受付は先着順となります）。
※FAXの場合は、イベント名を明記してください。
※定員を超えてご希望に添えない方のみご連絡します。
※�車いすでご来場される方は、申込の際に台数をお伝えくだ
さい。

申込先：京都いつでもコール（電話661-3755　FAX661-5855　京都い
つでもコールホームページ申込フォームからでも可）
※おかけ間違いのないようにご注意ください。

問合せ：「忠臣蔵サミットin山科」実行委員会
（区まちづくり推進担当　電話592-3088）

山科と忠臣蔵
　忠臣蔵で有名な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）は、吉良邸討ち入りを決意するまでの間、京都・
山科で隠棲していました。忠臣蔵ゆかりの地を練り歩く山科義士
まつりは、地域と企業、行政が力を合わせて開催している山科の大
切な行事の１つとして、昭和49年から行われています。

忠臣蔵サミットとは
　忠臣蔵サミット（義士親善友好都市交流会議）は、平成元年、兵庫
県赤穂市が忠臣蔵ゆかりの地等の所在する全国の自治体に呼びか
け、創設されました。現在、32の自治体が名を連ね、毎年１回「忠臣
蔵サミット」が開催されています。京都市では初の開催です。
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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）

 〇第４回 山科検定を実施します
　山科の歴史、文化、産業等への理解を深め、区民の皆様の山科への愛
着を一層醸成するとともに、区外の皆様に対して山科の魅力を広く発
信するため、「第４回�山科検定」を実施します。
日時　12月１日（日）午前10時～　
場所　京都薬科大学�愛学館
申込期間　９月９日（月）～10月31日（木）
受検料　無料
受検資格　なし（過去の山科検定で合格された方も受検可能）
申込方法　一般社団法人�山科経済同友会事務局ホームページ申込

フォーム、はがき、FAX、Eメールを使用し、必要事項（氏名
（ふりがな）・生年月日（年齢）・郵便番号・住所・電話番
号・特別対応の有無（必要な場合はその詳細））を記載のう
え、一般社団法人山科経済同友会事務局まで申込み
※電話での申込は不可

申込・問合せ　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　FAX：501-2220
Eメールアドレス�info@y-k-d.com
URL　http://www.y-k-d.com/

出題形式等、詳しくは 検索山科検定

AppStore GooglePlay
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第４回 山科検定講習会を開催します
　第４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　10月16日（水）午前10時～正午

※�アスニー山科主催「学びのフォーラム山科」の一環として開催
講演テーマ　「江戸時代の山科郷と山科郷士」
講師　村田路人氏（大阪大学教授）
場所　京都市生涯学習総合センター山科�研修室

（山科区竹鼻竹ノ街道町92　ラクト山科Ｃ棟２階）
申込　不要
問合せ　アスニー山科（電話593-1515）

 〇心の健康寿命延伸体験事業
「～京の匠から学ぶ～金箔押し体験！」
内容　金箔押しでオリジナル模様のタンブラーの作製
開催日時　第１回　10月３日（木）午後１時30分～４時

（受付：午後１時10分～）
第２回　10月10日（木）午後１時30分～４時
（受付：午後１時10分～）

場所　山科区役所�２階�大会議室
講師　京仏壇伝統工芸士　涌田　親さん　他
対象　山科区在住の50歳以上の方（ペアで申込も可）
定員　�各回20名（申込先着順、定員になり次第受付終了）
参加費　１,000円（材料費等）

※�支払方法：申込された方には参加費納付用紙を送付します
ので、開催前日までにお振り込み下さい。

申込方法　申込期間中９月18日（水）～９月25日（水）に電話・FAX・窓
口にて申込

申込・問合せ　区健康長寿推進課�健康長寿推進担当
（電話592-3222　FAX502-1677）
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 〇次期山科区基本計画（令和３年度以降）を策定します
～「令和元年度第1回山科区民まちづくり会議」を開催しました～

　現在、第２期山科区基本計画（平成
23年度～令和２年度）に基づき、「心
豊かな人と緑のきずなのまち山科」
を将来像としたまちづくりに取り組
んでいます。
　現行の基本計画の期間が来年度
末で終了することに伴い、令和３年度以降のまちづくりのビジョンを示
す次期山科区基本計画を、今年度から来年度にかけて策定します。
　この度、７月31日に「令和元年度第1回山科区民まちづくり会議」を開
催し、第2期山科区基本計画に基づく取組の進ちょく評価や、次期山科
区基本計画の策定などについて議論しました。
　この山科区民まちづくり会議をはじめとして、あらゆる機会に区民の
皆様のご意見をいただき、平成30年度に策定された「京都刑務所敷地
の活用を核とする未来の山科のまちづくり戦略」の内容もふまえ、次期
基本計画の策定に取り組んでまいります。
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
　10月1日（火）より京都府内各地で募金活動を実施しま
す。山科区では、各学区の自治会・町内会で募金活動を行
うほか、区役所や地域の福祉施設などにも募金箱を設置
します。
　地域で集まった募金は、その地域の高齢者・児童・障害者福祉事業
等に役立てられます。皆様のご協力をよろしくお願いします。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

京都府共同募金会（電話256-9500）
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 〇秋の全国交通安全運動（9月21日～9月30日）
夜間の交通事故防止

　夕方から夜間にかけて、ドライバーも歩行者
も周りが見えにくくなり、交通事故が起こる可
能性が高まります。
　周囲に自分の存在を早く知らせるために、車
のライトが当たると光る反射材の着用やLEDライトを持つなどの目立
つ工夫をして、交通事故から身を守りましょう。
　夜間、自転車に乗るときは必ずライトを点灯させて走りましょう。
問合せ　山科警察署 交通課（電話575-0110）

 〇第12回 やましな駅前陶灯路
　約2,000個の京焼・清水焼の陶器や切
子グラスの中で、ほのかに揺れる和・京蝋
燭（ろうそく）の灯りが楽器の演奏ととも
に皆様をお迎えします。
　今年のテーマは「星空さんぽ」。炎のゆ
らぎが創り出す幻想的な空間をお楽しみ
ください。
日時　10月12日（土）午後６時～８時
場所　ラクト山科公園、ラクトＢ北側他

＊�雨天時は京都山科ホテル山楽玄関前のみ実施し、楽器演奏は
山科駅前地下道にて実施します。

問合せ　やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）
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 〇第45回 大陶器市清水焼の郷まつり
　京焼・清水焼を中心に、約50万点もの陶器を販
売します。掘り出し物を見つけるチャンスです！
また、ご家族で楽しめる陶芸体験コーナーもご用
意しております。陶器のみならず、地場産の農産
物やお惣菜、デザートなどの販売、おちょこでの日
本酒試飲等も行いますので、ぜひお越しください！
日時　10月18日（金）～10月20日（日）

午前9時～午後5時
場所　清水焼団地一帯
アクセス　JR・京阪・地下鉄「山科駅」から

京阪バス29・29A系統大宅行き・醍醐寺行き
「清水焼団地」下車スグ
※�期間中は山科区役所から会場行無料循環バスを運行いた
します。詳しくはHP（http://www.kiyomizuyaki.or.jp/）を
ご覧ください。

問合せ　清水焼団地協同組合（電話581-6188）

総人口／� 134,360人
　男性／� 63,585人
　女性／� 70,775人
世帯数／62,243世帯
令和元年8月1日現在
（山科区推計人口）
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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
10月８日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

無料行政相談 10月10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

10月15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）

※�いずれも区役所第２会議室で実施

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
　10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど、一定の条件に当て
はまる場合、10月から特別徴収（年金からの引落し）により納めていただ
くことになります。対象となる方には、7月中旬に特別徴収の開始通知
をお送りしています。
問合せ先　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、介護保険からのお知らせ
　高額医療・高額介護合算療養費制度の申請受付を行っています。
　１年間（毎年8月～翌年7月まで）の医療と介護の自己負担額を合算
して、限度額を超えた額が支給されます。お手続きについては、平成30
年7月31日時点でご加入されていた医療保険に行う必要があります。
受付先は11頁記載の問合せのとおりです。
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問合せ先　�京都市国保・後期高齢者医療制度に加入されている方は
区保険年金課�保険給付・年金担当（電話592-3109）

※�職場の健康保険等に加入されている方は、ご加入先の医療保険にお
問い合わせください。

福　祉

■ 高齢者インフルエンザの予防接種が始まります。
日時　10月15日（火）～１月31日（金）
対象　�接種日現在で�❶65歳以上�❷心臓・腎臓・呼吸器の機能障害又

はHIV（ヒト免疫不全ウイルス）により免疫機能に障害のある60～
64歳

費用　2,000円
※�市民税非課税の方、生活保護等を受給されている方、若しくは
総所得金額が125万円以下の方は軽減措置があります。事前
申請が必要ですので、郵送申請又は山科区役所２階特設コー
ナー申請窓口（エレベーター横）へお越しください。
※�窓口へお越しの方の本人確認書類（運転免許証、健康保険証
又は敬老乗車証等）を持参してください。
※�同一世帯員以外の方が代理申請される場合は、委任状が必要
です。（様式不問、「高齢者インフルエンザ予防接種自己負担区
分証明書の申請及び受領の権限を代理人に委任します。」と記
載し、接種される本人の住所・氏名・押印・生年月日、代理人
の住所・氏名・生年月日を記載してください。）

問合せ先・申し込み方法　区健康長寿推進課�高齢介護保険担当
（電話592-3290）

■胸部検診　９月24日～30日は結核予防週間です
　結核は重大な感染症で過去の病気ではありません。結核の早期発見
のポイントは、自覚症状がなくても１年に１回は胸部エックス線検査を
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受けることです。ぜひ胸部検診をご利用ください。
日時　毎月第２・４金曜日　９：00～10:30
場所　区役所１階エックス線撮影室前
対象　市内在住の15歳以上の方

※�65歳以上の方は法律で毎年結核検診を受ける義務があります。
問合せ先　山科医療衛生コーナー（電話634-8631）

■がん検診のお知らせ（胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診）
日時・場所� 9月19日（木）大宅小学校

10月11日（金）音羽小学校
10月15日（火）山階南小学校
いずれの日程も14：00～15：30受付

胸部（結核・肺がん）検診
対象　結核:15歳以上　肺がん:40歳以上
内容　胸部Ｘ線検査　＊事前申込不要
費用　無料（問診の結果、喀痰検査が必要な場合には1,000円）

＊�胸部検診は脱衣が必要です。薄手の無地のＴシャツなどをご
用意ください。

大腸がん検診
対象　40歳以上
内容　便潜血検査

※�事前に検査容器を入手し、ご自宅で２日分の便を採取後、受付
に提出してください。

費用　300円（料金免除制度あり）
問合せ先　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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対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　9月27日（金）�９：00～10：30
場所　区役所１階�健康長寿推進課（①-1）
費用　無料　※予約不要
問合せ先　区健康長寿推進課�健康長寿推進担当（電話592-3222）

■献血のお知らせ
日時　9月24日（火）10：00～12：00　
場所　山科区役所�第1会議室
問合せ先　区健康長寿推進課�地域支援担当（電話592-3214）

京都橘大学（電話574-4186）
■第15回たちばな健康相談
　京都橘大学看護学部が地域の皆様を対象に、世代を問わず、さまざま
な健康問題のご相談にお応えします。
日時　10月20日（日）10：00～15：00（14：30受付終了）
場所　京都橘大学�清優館3階�第1実習室
費用　無料
内容　❶骨密度測定（脱ぎやすい靴下でお越しください）

❷血管年齢測定
❸脳年齢測定（お待ちいただく場合があります）
❹�身体計測（身長・体重・腹囲・体脂肪率）・血圧測定
❺�塩分チェック、塩分・糖分の含有量を示す食品の展示
❻ストレスチェック
❼肩こり解消体操
❽健康相談

問合せ先　京都橘大学�学術振興課（電話574-4186）
※開催当日の問合せ先（電話571-1111）
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山科図書館（電話581-0503）
クールスポット事業（７月～９月）
　夏は涼しく過ごすことのできる図書館にぜひお越しください！

■外国語で遊ぼう！
日時　9月28日（土）14：30～

10月19日（土）14：30～
外国語の歌や絵本の読み聞かせ他

■赤ちゃんの会-トコトコくらぶ-
日時　9月30日（月）11：00～
絵本の読み聞かせや手あそび他

■赤ちゃんの会-だっこくらぶ-
日時　10月7日（月）11：00～
絵本の読み聞かせやふれあいあそび他

■テーマ図書の展示と貸出
9月　一般書「災害に備えよう！！」　

一般書「きょういのちほっとブック事業」
特別展示「認知症にやさしい本集めました」
児童書「くだもの」

10月　一般書「映画化しました」　
特別展示「ピンクリボン月間」
天皇陛下御即位記念展示「皇室と宮中行事」
児童書「えんそく」
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移動図書館（電話801-4196）
■「こじか号」巡回
９月25日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校
９月30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

 〇やましなGOGOカフェに参加しませんか？
　山科区役所では、山科に関心を持つ人が出会い、つながることを目的
に、「やましなＧＯＧＯカフェ」を開催しています。山科について知りた
い、興味のあることを一緒に考えたい、山科で活動してみたい…。その
ような方にぴったりの交流の場です。
日時　９月28日（土）10：00～12：30
場所　山科区役所�２階�大会議室
費用　無料

飲み物・お菓子も用意しています（カンパ制）
申し込み方法　山科区役所ホームページ（トップページの「やましな

ＧＯＧＯカフェ」バナーをクリック）にある「参加申込
フォーム」からお申込みください。郵送、電話、ＦＡＸ、
電子メールの方は、①氏名、②お住まいの市区町村、③
連絡先（電話番号、電子メールアドレス）を添えてお申
込みください。

問合せ先　区総務・防災担当（電話592-3066　FAX502-1639）
Eメールyamashina@city.kyoto.lg.jp



16

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

 〇やましなお誕生おめでとう事業
　1歳までの乳児がいらっしゃるご家庭に、お近くの民生児童委員・主
任児童委員が訪問し、子育てサロンなどの子育て支援情報と子育てを
応援する協賛事業者からのプレゼントをお届けします。

お届けの流れ

申込み
事業チラシの申込書、電話又は
区子どもはぐくみ室のホームページ
▼
訪問日程調整
お近くの民生児童委員・
主任児童委員から連絡
▼
お届け
民生児童委員・主任児童委員が
ご自宅にお伺いして、
子育て情報冊子とプレゼントをお届け
問合せ　区子どもはぐくみ室�子育て相談担当（電話592-3259）
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 〇敬老の日 100歳おめでとうございます
お生まれになった年は大正8年4月1日～大正9年3月31日です。
これからも、健やかに過ごされますよう心からお祈りいたします。

（ 勧 修 学 区 ）　白藤�初枝さん
（ 山 階 学 区 ）　清水�眞夫さん、�茶谷�田鶴子さん
（ 鏡 山 学 区 ）　岡山�君さん、�壽量�八千枝さん
（ 安 朱 学 区 ）　服部�友江さん、�北﨑�江美子さん、

堤�きんさん、�向井�敏美さん
（陵ヶ岡学区）　豊田�ヱミさん、�中川�キミ子さん
（ 大 宅 学 区 ）　中村�園子さん、�福岡�はるゑさん
（山階南学区）　由里�みさをさん、�市場�としゑさん
（ 百々学 区 ）　森��聖さん
（ 大 塚 学 区 ）　山田�金子さん、�山田�チエコさん、

大津�隆さん、�竹谷�かずさん
（ 小 野 学 区 ）　飯島�定子さん、�今井�よし子さん
（音羽川学区）　増田�トミコさん、�日髙�輝夫さん
（ 西 野 学 区 ）　中�菊三郎さん
※公表のご承諾をいただいた方のみ掲載。（８月15日現在）
問合せ　区健康長寿推進課�健康長寿推進担当（電話592-3222）
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 〇ふれあい“やましな”2019区民まつり
ステージ出演団体募集
　山科中央公園で開催する、ふれあい“やましな”2019区民まつりのス
テージに出演される団体を募集します。皆様の活動の成果を発表し、区
民まつりを盛り上げませんか。ご応募をお待ちしています。
出演日時　11月23日（土・祝）正午～午後３時

（１団体準備も含めて15分以内の出演）
場所　山科中央公園（西野阿芸沢町）
申込資格　山科区内で活動されている団体

（営利、政治、宗教を目的としたもの以外）
募集団体数　９団体（申し込み多数の場合は、実行委員会により選考）
出演料　無料
申込方法　区役所で９月17日から配布の申込書（山科区ホームペー

ジにも掲載）を記入のうえ、区まちづくり推進担当へ郵送、
FAX又は持参。

申込期間　９月17日（火）～９月30日（月）必着
申込・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）

 〇第50回「明日の山科を考える」を開催しました
　山科区では、地域が抱える課題を共有
し、地域と関係行政機関が連携してその
解決に向けて話し合う「明日の山科を考
える（山科区自治連合会連絡協議会総
会）」を昭和44年から毎年開催しています。
　今年も８月２日に、各学区の自治連合会代表の皆様や市会議員・府
議会議員、行政機関等の113名が参加して開催されました。
　会議では、昨年度実施したワークショップの結果報告に加え、昨年度
のワークショップの議論の中から出てきた「山科のPRについて」「自治
会加入について」「防災について」の３つの身近なテーマで、参加者によ
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るワークショップが行われ、将来の山科についての活発な意見交換が
繰り広げられました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇山科スポーツNEWS
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

＜第31回市民スポーツフェスティバル＞
第66回京都市ソフトボール大会
第29回京都市壮年ソフトボール大会
　７月28日、猛烈な暑さの中、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。
　一般の部では、10年ぶりに市
大会への出場を果たした山階南
体振チームが、準決勝で強豪チームの嵐山東（西京区）と対戦しました。
山階南体振チームは、失点を防ぎつつ着実に得点を重ね、決勝戦出場の
切符を手にしました。
　壮年の部では、今大会が初出場となった小野体振チームは、初戦に前
年度王者の唐橋（南区）と対戦しました。小野体振チームは唐橋を相手
に善戦しましたが、最後は惜しくも敗れました。
　一般の決勝戦については、11月３日（日・祝）にわかさスタジアム京都
で開催されます。皆様、最後まで熱い声援をよろしくお願いいたします。

山階南体振チーム
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山科区から男女で全国大会に出場！！
陵ヶ岡スポーツ少年団・和VBC
　８月６日～８月９日の４日間にわたり、川崎
市ほかで「第39回全日本バレーボール小学生大
会�全国大会」が開催され、京都府代表として、全
国大会の常連チーム「陵ヶ岡スポーツ少年団（男
子）」と、全国大会初出場となる「和VBC（女子）」
が出場しました。予選リーグでは、両チームとも
全国から勝ち上がってきた強豪チームと対戦し、
見事勝利しました。しかし、その後の準々決勝進
出戦では、全国の高い壁に阻まれ、惜しくも決勝
トーナメント出場を逃し、両チームともベスト16
で幕を閉じました。
　皆様、応援ありがとうございました。

第55回京都市バレーボール祭
　８月25日、ハンナリーズアリーナ・京都
市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
学区から４チームが参加し、七条（下京区）
と滋野（上京区）の２チームに勝利した音
羽川体振チームが見事「優秀チーム」に輝
きました。残りの３チームも、他の行政区
の強豪と熱戦をくりひろげ、大いに健闘しました。
出場チーム
百々体振チーム　大塚体振チーム　小野体振チーム　音羽川体振チーム

和VBC

陵ヶ岡スポーツ少年団

音羽川体振チーム


