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天皇陛下御即位記念
 〇京都山科非公開文化財等の特別公開

開催期間：11/16（土）～12/1（日）
　天皇陛下御即位の本年、これまで非公開であった安祥寺をはじめ、勧
修寺、隨心院、毘沙門堂、本圀寺の皇室ゆかりの寺院と連携し、５寺院す
べてにおいて、通常は拝観できない文化財を一斉に特別公開します。
　歴史豊かな山科。今秋はひと味違う山科の魅力に触れてみませんか？

山科には1400年以上の歴史と伝統・文化が息づいてい
ます。普段見られない文化財を美しい紅葉とともにお
楽しみください！
京都市長　門川大作

本圀寺
拝観時間：午前9時～午後4時30分

（午後4時受付終了）
公開文化財：「経蔵」（重文）
拝観料：500円（経蔵拝観は＋500円）
住所：山科区御陵大岩6
アクセス：地下鉄東西線「御陵駅」下車　徒歩約15分

安祥寺
拝観時間：午前9時～午後4時30分

（午後4時受付終了）
公開文化財：「木造十一面観音立像」（重文）
拝観料：500円
住所：山科区御陵平林町22
アクセス：地下鉄東西線「山科駅」下車　徒歩約10分
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毘沙門堂
拝観時間：【11月末まで】

午前8時30分～午後5時
（午後4時30分受付終了）
【12月1日から】
午前8時30分～午後4時30分

（午後4時受付終了）
公開文化財：「親王旗・亀甲簾」
拝観料：500円
住所：山科区安朱稲荷山町18
アクセス：地下鉄東西線「山科駅」下車　徒歩約20分

勧修寺
拝観時間：午前9時～午後4時30分（午後4時受付終了）
公開文化財：「書院障壁画（近江八景図・

竜田川紅葉図）」（重文）
拝観料：400円
住所：山科区勧修寺仁王堂町27-6
アクセス：地下鉄東西線「小野駅」下車　徒歩約6分

隨心院
拝観時間：午前9時～午後5時

（午後4時30分受付終了）
【ライトアップ】
午後6時～午後9時

（午後8時30分受付終了）
公開文化財：「扇面蒔絵硯箱・四枚折屏風（唐桑縁硝子張）」　
拝観料：500円（ライトアップ時700円）
住所：山科区小野御霊町35
アクセス：地下鉄東西線「小野駅」下車　徒歩約6分
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※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

スタンプラリーを実施します！先着500名
開催期間中に指定箇所すべてのスタンプを集めた方
へ特製クリアファイルをプレゼント！

主催：特定非営利活動法人おこしやす“やましな”協議会、山科区役所
協力：西日本旅客鉄道（株）、京都市交通局、（公社）京都市観光協会
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）
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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）

 〇山科区民総合防災訓練を実施します
　大地震（震度６強）が起き、山科区全域に大きな被害が発生している
想定で一斉防災訓練を実施します。
　災害が発生した時には、自分の身は自分で守る「自助」、地域で助け合
う「共助」が大切です。
　積極的に訓練に参加しましょう！
日時　11月10日（日）午前９時から正午頃（学区により終了時刻は異な

ります。）
※ 訓練当日、京都市域に気象警報の発令や震度4以上の地震が

発生した場合は、訓練を中止します。
場所　各学区訓練会場（大宅学区を除く。大宅学区では11月17日（日）

に防災訓練が実施されます。）
※各学区訓練会場についてはお住まいの町内で御確認ください。

内容　午前９時　大地震（震度６強）が発生したという想定で訓練ス
タート
避難を促す緊急速報メールを携帯電話・スマートフォンに一斉
に送信します。▶安全の確保▶地域の集合場所へ移動▶避難所

（訓練会場）へ移動▶避難所の開設、各種訓練
※学区ごとに当日の訓練内容は異なります。

AppStore GooglePlay
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訓練当日午前９時に緊急速報メールを送信します

問合せ　区総務・防災担当（電話592ｰ3066）

 〇食育セミナー
『食材のムダをなくそう！！使い切りクッキング』

　本来まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食品ロス」
といいます。
　このセミナーでは、「食品ロス」を減らすために家庭でできる食材を
無駄なく使う方法について、管理栄養士の講話と調理実習によりお伝
えします。話題の「食品ロス」について、一緒に学びましょう！
日時　11月27日（水）午前10時～午後１時
場所　山科区役所2階　栄養室
当日受付　健康長寿推進課（区役所１階１番窓口）
内容　管理栄養士の講話・調理実習
対象　山科区に在住の18歳以上の方

【緊急速報メールの受信について】
① マナーモードでも着信音が鳴る場合が
あります。（訓練当日に不都合がある
場合は、あらかじめ電源を切るなど
の対応をお願いします。）

② 緊急速報メールを受信できない機種
があります。また、通話中など受信で
きない場合があります。（詳細は、通
信事業者にお問合せください。）

ご注意！
※

画
面
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
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★料理初心者や男性の方もお気軽にお申込みください。
定員　21名（予約制・先着順）
料金　500円
持ち物　エプロン・手拭きタオル・三角巾
申込方法　11月１日（金）から電話または窓口にてお申込みください。
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）

献 立
★炊き込みご飯
★豚肉と白菜のトロトロ煮
★あっさり漬物
★なんでもたっぷり白和え
★デザート
※変更になる場合があります

 〇第18回 山科区「区民歩こう会」
参加者募集

法嚴寺（牛尾観音）バリバリコース
大塚小学校 スタート ▶ 露山水車 ▶ 大師堂 ▶ 大蛇塚 ▶ 中間地点 
法嚴寺（牛尾観音） ▶ 引き返し ▶ 大塚小学校 ゴール（約７ｋｍ、約２
時間）
日時　12月１日（日）集合、受付　午前９時（雨天中止）
開会式　午前９時15分　　スタート　午前９時30分
集合場所　大塚小学校（京阪バス 大塚野溝町下車徒歩約８分、国道大

塚下車徒歩約10分）
対象　山科区に在住の方（団体の参加可）
申込方法　10月15日（火）～11月14日（木）までに、ア、イのいずれかの方

法でお申込みください。
ア　各学区体育振興会の役員の方へ直接申込む。
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イ　 ①学区名、②氏名（代表者）、③人数を記入のうえ、郵送
（11月14日の消印有効）または、FAXにて申込む。

申込・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）、（FAX502-8881）、（郵送先 〒607-8511

（住所不要））
※ 当日の実施の有無は、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「歯のひろば」を開催します
　お子様から高齢の方まで楽しめるお口に関するコーナーや情報がた
くさんあります。
日時　11月２日（土）午後2時30分～4時30分
場所　山科区役所２階

※ ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
内容
・歯の相談・歯みがき指導・フッ化物洗口
・口腔がん検診・健口体操・人形劇
・  試してみようコーナー（お口の細菌チェック、噛むカムチェック 等）
・  講話「まちの歯科医が教える みんなが知りたい歯の話」
・保健福祉センターコーナー
・地域包括支援センターコーナー
問合せ　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

 〇京都サンガF�C� 健康アカデミー
　京都サンガF.C.のコーチが指導する健
康体操教室です。サッカーボールを使っ
て楽しく体を動かしませんか。
日時　11月18日（月）午前10時～11時30分

（受付 午前9時30分～）
会場　醍醐地域体育館

お口の元気は
体の元気☆
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対象　運動制限のない60歳以上の方
定員　100名（先着順）
参加費　無料
持ち物　運動できる服装、屋内用シューズ、靴を入れる袋、タオル、飲み物
申込方法　10月15日（火）～11月５日（火）までにお住まいの学区の地域

包括支援センターまで
問合せ

お住まいの学区 地域包括支援センター 電　話

音羽・音羽川・大塚 音羽地域包括支援センター 電話595-8139

安朱・山階・西野 山階地域包括支援センター 電話583-5833

山階南・百々・勧修 勧修地域包括支援センター 電話595-7736

大宅・小野 大宅地域包括支援センター 電話572-6660

陵ヶ岡・鏡山 日ノ岡地域包括支援センター 電話595-5575

総人口／ 134,293人
　男性／ 63,573人
　女性／ 70,720人
世帯数／62,227世帯
令和元年9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
11月12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所

11月14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）

※ 暮らしの一日合同行政相談所は区役所2階大会議室で実施。その他
は区役所2階第２会議室で実施。

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
　新しい保険証（１人１枚のカード様式）をお送りします。
　現在お持ちの保険証は、11月30日までで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。有効
期限の切れた保険証は、保険年金課へご返却いただくか、細かく切り刻
んで処分してください。
問合せ先　区保険年金課 資格担当（電話592-3105）
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福　祉

■ 山糖会『秋の療養指導の会』
日時　11月7日（木）13：30～16：00
場所　山科区役所２階 大会議室および栄養室
内容　①簡単な調理実習と試食

「低栄養予防・貯筋のためにたんぱく質を摂ろう」
日時　13：30～
場所　山科区役所2階 栄養室
②講演「いつまでも口から食べられる街づくり」
日時　14：30～
場所　山科区役所2階 大会議室
講師　愛生会山科病院 外科部長 荒金英樹氏
※①②どちらかのみの参加も可。

定員　50名（先着順・予約不要）
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）

■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　10月21日（月）14：00～15：30受付
場所　大塚小学校
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
申し込み方法　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。
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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！
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　10月25日（金） ９：00～10：30
場所　山科区役所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）

■生活まるごとお役立ち展in山科･醍醐
　多種多様なニーズをお持ちのシニア世代の方々への支援としてどの
ようなサービスが存在するのかを紹介します。
日時　11月19日（火）11：30～15：30（最終受付15：00）
場所　パセオダイゴロー西館２階第1・第2会議室
内容　 “シニア必見！知って得するサービスあれこれ”をご紹介！健康

測定コーナー、セミナーも。
費用　無料
申し込み方法　不要
対象　山科・醍醐地域に在住の方
問合せ先　高齢サポート・醍醐北部（電話571-3560）
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■献血のお知らせ
山階献血会
日時　10月18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
小野献血会
日時　10月24日（木）14：30～16：30
場所　山科まち美化事務所
問合せ先　区健康長寿推進課 地域支援担当（電話592-3214）

■知ってみよう！ 触れてみよう！ 体験！ ボランティア講座
～知的障害のある人とともに～
　知的障害のある人を支援するボランティア活動についての講座を開
催します。希望者を対象に別の日程でボランティア体験も実施します。
日時　10月26日（土）10：00～12：00
場所　山科総合福祉会館
費用　無料
申し込み方法　要（先着順）
内容　知的障害のある人のボランティアについて
申し込み方法・問合せ先　山科区社会福祉協議会（電話593-1294）

お知らせ

■第42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、吹奏楽のライブ演奏なども実施されます。その他警察・消防・自衛
隊のブースも出展されます。
日時　10月26日（土）10：00～16：00

10月27日（日）10：00～15：00
場所・問合せ先　京都刑務所（電話581-2171）
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■11月及び12月は市税の「滞納整理強化期間」です
　本市では、11月と12月を滞納整理強化期間と定め、滞納市税の徴収強
化に努めています。
　特別な事情があって市税の納付が困難な場合は、納税相談を受け付
けておりますので、お早目にご相談ください。10月15日から納税相談窓
口が市役所分庁舎に変更となります。
問合せ先　市税事務所 納税室納税第6担当（山科区担当）（電話222-

3462※10月15日から）

■地域子育て支援事業
（１）おいもパーティー（小野） （２）芋ほり体験（大塚）
　各地域では、子育て支援機関が協力して親子で楽しめる事業を実施
しています。いずれも無料です。詳しくは各児童館にお問合せ下さい。

（１）日時　10月18日（金）10：30～
場所　勧修寺公会堂
問合せ先　小野児童館（電話575-1665）

（２）日時　11月5日（火）10：30～
場所　東総合支援学校
問合せ先　大塚児童館（電話595-2452）

■住民票の写し等に旧氏を併記できるようになります
　11月５日（火）から、ご本人の請求により、住民票に、氏名に加えて旧氏
を記載できるようになります。記載された旧氏は、住民票の写し、マイ
ナンバーカード等に表示されます。
　旧氏の記載を希望される方は、希望する旧氏から現在の氏への変遷
が証明できる戸籍証明書（戸籍謄本等）及びマイナンバーカードを添え
て、問合せ先に請求してください。
※ マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードと本人確認書

類（健康保険証等）をお持ちください。
問合せ先　区市民窓口課（電話592-3094）
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■小学校への入学手続きをお忘れなく
　来年４月に小学校・義務教育学校へ入学する新１年生の保護者の方へ
　10月23日頃、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（水）までに、指定の学
校にご提出ください。
対象　平成25年（ 2013年）4月2日～平成26年（ 2014年）4月1日生まれ。

（国・私立小学校に入学予定、引越し予定の方も含む）
問合せ先　指定の学校 又は 市教育委員会 調査課（電話222-3772）

※ 就学時健康診断の日程は、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）へお問合せ
ください（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）。

※ 入学届が届かない場合は、区市民窓口課（電話592-3093）へ

京都薬科大学（電話595-4691）
■薬用植物園御陵園 晩秋の一般公開および公開講座
　午前は薬用植物園御陵園の公開、午後は公開講座として、京都薬科大学の
上野嘉夫教授、楠本正明教授による講演と御陵園の見学会を実施します。
日時　10月19日（土）10：00～16：30
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15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。
日時　10月27日（日）13：00～17：00
費用　無料
申し込み方法　不要
定員　550名　※当日先着順
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山科図書館（電話581-0503）
赤ちゃんの会―トコトコくらぶ―
日時　10月21日（月）11：00～、11月18日（月）11：00～
内容　絵本の読み聞かせや手あそび他

■おたのしみ会
日時　①読書週間記念事業お楽しみ会10月26日（土）11：00～

②おたのしみ会11月16日（土）11：00～
内容　①「しおりをつくろう」②絵本の読み聞かせ他

■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
日時　11月11日（月）11：00～
内容　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
10月　一般書「映画化しました」「ピンクリボン月間」「皇室と宮中行事」

児童書「えんそく」
11月　一般書「古典」「世界遺産」「女性への暴力をなくす運動」

「お酒を読もう―アルコール関連問題啓発」
児童書「あき」

移動図書館（電話801-4196）
■「こじか号」巡回
10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　山階南小学校
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小学校
10月30日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校
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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

山科区内の歴史と自然に触れながら楽しもう
 〇“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング

　キャット・ハンズと一緒に楽しく多彩なコースを歩きませんか？
日時　10月30日（水）午前9時30分集合（午前10時出発～正午帰着予定）
集合場所　ラクト山科公園※雨天中止
コース　 「ラクト山科公園～疎水沿い～一燈園～摂取院～旧東海道～

閑栖寺～三条通～ラクト山科公園」　約６km
定員・対象　50名（先着順）

山科区に在住の方（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
申込方法　 10月25日（金）までに電話またはＦＡＸ、メールにてお申込

み下さい。
申込内容　 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。）

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　FAX 502-1677
E-mail yamashina-kenko@city.kyoto.lg.jp
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山科区健康づくりサポーター養成講座 開講！
　山科区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
ターと共に健康づくりに関する活動を行っているボランティア団体で
す。養成講座を受講して、あなたもキャット・ハンズとして地域で健康
づくりの活動を始めませんか。
日時　いずれも時間は 午後1時30分～3時30分

日　程 内　容　（予　定）

１回目
11月6日（水）

健康運動指導士による講話及び実技
「健康づくりは楽しみながら♪～健康づくりのための運動実践とは～」

２回目
11月13日（水） 健康づくりサポーターの役割と活動紹介　他

２回とも受講が必要です
場所　山科区役所２階大会議室
対象　山科区に在住の方で、健康づくりに興味のある方ならどなたで

もOK！
定員　20名（先着順）
申込方法　10月21日（月）～11月１日（金）までに電話又は窓口でお申込

みください。
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）

 〇マイナンバーカードの日曜交付のご案内（事前予約制）
　マイナンバーカードの交付手続きに、お仕事などで開庁日にご来所
できない方のために、下記のとおり日曜日に開所します。どうぞご利用
ください。
時間　10月27日（日）午前９時～正午
場所　山科区役所１階 市民窓口課 マイナンバー窓口
予約方法　 平日（土・日・祝除く）の午前８時30分～午後５時に、山科

区役所市民窓口課マイナンバー窓口（電話606-1602）までご
連絡ください。
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※ 予約枠に限りがありますので、お早めにお申込みください。
※ 京都市役所においても、令和２年２月までの毎月、最終日曜日に臨時

交付窓口を設置しておりますので、ご利用ください。（詳しくは、市・
区ホームページか市地域自治推進室（電話222-3085）まで）

問合せ　区市民窓口課（電話606-1602）

 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）

山科中学フェニックス・DODOフェニックス
　８月24日、25日に埼玉県の熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがや
ドームで「第24回 全国ジュニアゲートボール
大会」が開催され、山科区から京都府代表とし
てジュニア２部クラスに「山科中学フェニッ
クス」と「ＤＯＤＯフェニックス」が出場しま
した。その中でも、昨年全国優勝の山科中学
フェニックスに期待がかかるところでしたが、
予選リーグを突破することができず、両チー
ムとも予選敗退となりました。
　皆様、応援ありがとうございました。

令和元年度山科区民チャンピオン大会
　９月８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、白熱し
た優勝争いが繰り広げられました。その激戦の中、決勝をフルセットで
制した大塚体振チームが見事初優勝を成し遂げました。優勝の大塚体
振チーム、準優勝の百々体振チームについては11月17日（日）に開催さ
れる市チャンピオン大会に出場されます。
　皆様、応援よろしくお願いいたします。
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優　勝　大　塚体育振興会チーム
準優勝　百　々体育振興会チーム
三　位　山階南体育振興会チーム
三　位　安　朱体育振興会チーム

 〇稲荷山トンネル　無料化
　本年４月１日から、京都高速道路・新十条
通（稲荷山トンネル）が本市に移管され、無料
の自動車専用道路として利用可能になりま
した。
　山科区から市内各方面へのアクセスが便
利で快適になりました。
問合せ　市建設企画課（電話222-3517）

 〇ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科
　山科商店会と醍醐街道・渋谷街道周辺の福祉施設を中心に、子ども
も大人も楽しめるおまつりを開催します。
日時　11月４日（月・振休）午前11時～午後3時30分
場所　山科駅南側（山科商店会～渋谷街道醍醐街道周辺）
内容　遊びのコーナー、活動発表、模擬店、スタンプラリー等
問合せ　ぐるっとふれ愛まちフェスタin山科事務局

（山科商店会 電話581-3403）

 〇ふれあい“やましな”2019区民まつり
～前売り券を販売します～
費用　100円５枚つづりを前売券販売価格450円で販売
次のコーナーでのみ使用できます／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

大塚体振チーム百々体振チーム
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販売期間　11月5日（火）～11月20日（水）
午前８時30分～午後５時（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　山科区役所２階 まちづくり推進担当
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）




