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第26回 国民文化祭・京都２０１１ こころを整える～文化発
ほっ

心
しん

言葉でささえる 心でささえる 笑顔でささえる そんな大人になりたいな

第2回“宇治茶カフェ”認定
宇治茶の郷づ

くり協議会では、
おいしい宇治茶
のメニューが揃
うとともに、そ
の歴史・文化、
淹れ方等の説明
ができる喫茶店
等を「宇治茶カ
フェ」として認定しています。
2月14日（日）、「第5回春の大茶会」のオー

プニングで、第2回目の宇治茶カフェ認定式
が行われ、新たに3店舗が認定店として加わ
りました。

やましろファミリー文化
フェスティバル

11月29日、宇治市文
化センターにおいて、山
城地域の文化団体・サー
クルによる舞台発表や子
育てサークルの取組の紹
介など「人とのつながり」

「文化の継承」に向けたフェスティバルを開催しま
した。
舞台では、山城地域

の各教育委員会から
推薦された10団体が
合唱・踊り・和太鼓な
どバラエティにあふれ
る発表を行い、子どもと大人が一緒になって「文
化を伝えていく」大切さと心通わせる「人と人との
つながり」のすばらしさを確かめ合いました。
□問山城教育局
10774-62-098850774-62-9207

健康づくり自主グループ交流会
「いきいきウォーク」
12月3日に「いきいきウォーク」が開催されました。主に

健康づくりを目的に管内の各地域で活動している自主グル
ープ会員が参加。ウォーキングを通じて、グループ会員同
士が日々の活動について交流しました。
企画にあたっては、サポーターを募り、開催に向けてコースの選定などの協力をいただき、

宇治上神社や仏徳山、興聖寺をめぐる初心者向けの5kmコースとしました。
参加者からは「雨だったが紅葉がきれいで気持ちよかった」「今後も参加したい」などの声が

聞かれました。

健診受診促進キャンペーン
「はじめての乳がん検診体験事業」
がん検診の受診率向上を目指し、10月24日、ジャスコ久御山
店及び久御山町の協力のもと、健診受診促進キャンペーンを行
いました。
「初めての乳がん検診体験事業」と題し、乳がん触診モデルを用
いた自己検診体験をはじめ、パネル展示やハンドマッサージな

どが行われ、日頃の自己検診の大切さやがん検診による早期発見の大事さが伝わるイベントと
なりました。
□問山城北保健所保健室10774-21-219250774-24-6215

「みんなの食育フェアｉｎやましろ
＝もりもり食べようおいしい野菜＝」

子どもから大人まで広く野菜を食べることの重要性を学
び、家庭で地元産野菜をもりもり食べていただくことを目
的に、「みんなの食育フェアinやましろ」を1月16日にアルプ
ラザ城陽で開催しました。
フェアでは、簡単野菜料理の試食、展示やクイズ等を通し

て、野菜に関する知識やおいしくもりもり食べる工夫を楽し
く学んでいただきました。
□問山城北保健所保健室

10774-21-2192
50774-24-6215

山城うるおい水辺パートナー
シップ事業
府の管理河川で実施さ

れる美化活動等を行う「山
城うるおい水辺パートナ
ーシップ事業」は21年度、
いげのやまみどりの会＜小畑川･犬川（長岡京
市）＞、すみれ会＜堂ノ川（宇治市）＞、22世紀八
幡ルネッサンス運動＜大谷川（八幡市）＞、田原川
を美しくする会＜田原川（宇治田原町）＞の新規4
団体が加わり、計20団体になりました。
□問各土木事務所企画調整室
乙　訓：1075-931-21575075-931-2150
山城北：10774-62-054750774-65-2649
山城南：10774-72-968550774-72-0830

さわやかボランティア・ロード事業
府の管理道路で清掃や除草･植

栽管理などの環境美化活動を行
う「さわやかボランティア・ロード事
業」は21年度、なでしこ会＜和束
井手線（井手町）＞、環境を守る
会＜国道307号線ほか3路線（宇治田原町）＞、マイ・リト
ル・ガーデンの会＜下植野長岡京線（長岡京市）＞、日本
競輪選手会京都支部＜向日町停車場線ほか2路線（向日
市）＞、YOU光グループ＜八幡インター線（八幡市）＞、22
世紀八幡ルネッサンス運動＜八幡木津線ほか1路線（八
幡市）＞の新規6団体が加わり、計15団体になりました。
□問各土木事務所管理室
乙　訓：1075-931-21575075-931-2150
山城北：10774-62-071450774-62-1730
山城南：10774-72-968650774-72-0830

第6回乙訓ふるさとふれあい駅伝
11月28日、乙

訓地域を縦断する
駅伝大会を行いま
した。全18小学校
から6年生の駅伝
チーム（6名）が出
場。大山崎小学校
をスタートして、
ゴールの向日市民
体育館をめざし、総距離9.19kmを全6区間に分けて
走りました。沿道の応援は年々増え、駆け抜ける児
童たちに大きな声援がかけられました。

□問乙訓教育局1075-933-51305075-933-5229

「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」を開催します
宇治新茶の本格的生産を迎える八十八夜の日に、茶摘み体験やお茶の作り方体験

などを通じて、宇治茶に親しみ、理解が深まるイベントを開催します。
【イベント内容】
・茶摘み体験・淹れ方教室・手もみ製茶実演
・製茶工場見学・ホットプレートによる製茶体験　など
とき：5月2日（日）
場所：宇治茶会館、京都府茶協同組合茶業センター、京都府農林水

産技術センター茶業研究所
□問農林商工部企画調整室10774-21-322950774-22-8865

ともに創る活力とやすらぎの山城交流圏
山城地域振興計画を進めています

京都モデルフォレ
スト運動で活動中の
サントリーホールデ
ィングス株式会社
が、新たに木津川市、
井手町、笠置町、和
束町、南山城村の三

さん

上
じょう

山
やま

や南山城横断林道周辺で
「天然水の森　きょうと南山城」を設定して森林組
合等による森林整備を進めることになりました。
2月15日には、関係者による協定締結式が行われ、
この取組を円滑に推進し森林が持つ機能を十分に
発揮できるように、地域が一丸となった支援体制
ができました。
□問農林商工部農林整備室

10774-21-345050774-22-8865

＜宇治茶カフェ＞
◆◆NEW中尾園茶舗 茶房 竹の子
（相楽郡和束町園大塚3）10774-78-3630

◆◆NEWお茶のかんばやし 喫茶かんばやし
（宇治市宇治妙楽43）10774-22-2514

◆◆NEW中村藤a本店
（宇治市宇治壱番10）10774-22-7800

◆茶匠 ふじ井（宇治市）1 0774-28-4800

◆伊藤久右衛門本店・茶房（宇治市）10774-23-3955

◆MAIKO茶ブティック（京田辺市）10774-62-0256

◆宇治茶道場 匠の館（宇治市）10774-23-0888

◆福寿園 宇治工房（宇治市）10774-20-1100

◆福寿園 CHA研究センター（木津川市）10774-73-1200

・府は清掃用具等の貸与・支給やボランティア保険の加入、サイン看板の設置や広報活動を行います。
・市町村は清掃回収された一般廃棄物の処分などの活動支援を行っています。

第３回やましろ未来っ子
小学校ＥＫＩＤＥＮ
12月12日、京都府山城総合運動公園で山城地域の

子どもたちの広域交流や体力・運動能力の向上を目指
し、小学校駅伝大
会を開催しました。
「つなぎたい　君
にたすきと友情
を！」をキャッチフ
レーズに、参加26
校の選手たちは、
熱い声援の中、日頃の練習の成
果を発揮し、全員がたすきをつ
なぎました。

第4回やましろサイエンス
フェスティバル
11月15日、きっづ光科学

館ふぉとん（木津川市）で学
研都市の研究機関や企業、
NPO、行政等が連携して、山
城地域の子供たちが最先端
の科学とものづくりの魅力を体験できるフェスティバ

ルを実施しました。「空気の大
実験」などの科学ステージのほ
か、小さなプラネタリウムづく
りなどの科学実験・工作ブー
ス、ペットボトルを利用した立
体づくり等もりだくさんの内容

で、約1000名の来場者に科学の楽しさにふれていた
だきました。

◆働く幸せフォーラム「企業が元気になる障がい者雇用」
従業員のうち70％は障がい者を雇用している日本理化学工業株式会社の

大山泰弘会長の講演と障がい者へのインタビューを行います。
とき：3月27日（土）12：30受付　13：30開演
場所：長岡京市中央生涯学習センター3階メインホール（バンビオ1番館内）
□問乙訓保健所1075-933-11545075-932-6910

◆山城郷土資料館春の企画展「万葉集と“やましろ”」
平城遷都1300年記念。南山城は万葉集の舞台だった―馬場南遺跡の

調査で注目された歌木簡の意味を探り、万葉集ゆかりの地を紹介します。
とき：4月24日（土）～6月6日（日）
場所：山城郷土資料館
□問同館10774-86-519950774-86-5589

京都府自殺ストップセンターを開設しています
相談内容により、弁護士、司法書士、精神科医などが「いのちのサポ

ートチーム」を編成し、関係相談機関と連携を図ります。

京都府自殺ストップセンター
（京都市伏見区竹田流池町120 京都府精神保健福祉総合センター内）

○電話相談
70120-556-097（平日 9時～17時）○面接相談（要予約）

URL http://www.pref.kyoto.jp/health/news/stop/index.html

～平成22年度地域力再生プロジェクト支援事業交付金募集のお知らせ～
来年度も引き続き、地域に暮らす皆さんが協働して自主的に、暮らしやすく魅力的な地域

にしようと取り組まれる「地域力再生活動」を応援します。
事前相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください！！

【募集期間】第1回：4／1（木）～5／7（金）・第2回：9／1（水）～9／30（木）
【対象事業】環境保全・子育て支援　など
【交付率等】交付率：対象事業費の1／3以内（交付上限額：100万円）

※別途、（財）京都府市町村振興協会が、1／3以内を交付
※活動のタイプに応じて交付率・交付上限額の優遇あり

□問企画振興室10774-21-204950774-22-8865

宇治茶カフェ認定式

▲PR隊長
「まゆまろ」

いよいよ
来年！

ええもん発見市in山城
11月7、8日、多くの観

光客で賑わう府立宇治公
園（中の島）において、地
域資源を活かした産品づ
くりに取り組むNPO等
地域団体が一堂に集ま
り、展示販売や体験教室を実施しました。
両日晴天に恵まれ、約1万人の来場者で賑わい、

参加された団体からは「多くの人に地域や活動を
紹介できた」「新たな会員を獲得できた」などの成

果の声が聞
かれました。
次回は、5

月8日（土）、
9日（日）に開
催する予定
です。

□問企画振興室
10774-21-204950774-22-8865

京都府地域力再生活動

ふるさと京都に
わく夢 わく知恵 わく元気

ともに創る活力とやすらぎの山城交流圏

河川･道路の愛護活動に参加しませんか？

□問山城教育局10774-62-077750774-62-9207／企画振興室10774-21-204950774-22-8865

ご
案
内

2010年3月20日(土)全線開通

第二京阪道路
枚方東ＩＣ～門真ＪＣＴ

京都から大阪まで約１時間

第26回
国民文化祭・京都2011

平成23年10月29日～11月6日
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■切り絵の世界「剪画展」 

■マーチングフェスティバル 
■全国田楽祭 

■室内楽フェスティバル 
　（ハープ） 
■永谷宗圓「茶」俳句賞 

■井手町「川柳の祭典」 

■「お茶のある風景」フォトコンテスト 

■食文化の祭典「山の恵み」 
  『全国ご当地鍋フェスタ』 

■オーケストラの祭典 
■洋舞フェスティバル・ 
　クラシックバレエ 

■和太鼓フェスティバル 
■大正琴の祭典 

■おやじたちの 
　コンサート 
■松花堂昭乗展 

■人形劇の祭典 
■一休とんち大賞 

■少年少女合唱フェスティバル 

■恭仁京遷都祭 

■食文化の祭典「野の恵み」 

■大山崎戦国 
　大茶会と 
　灯明アート 
　フェスティバル 

■宇治茶の郷 
　フェスティバル 
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巨椋池IC

久御山南IC

京滋バイパス 

近畿自動車道 

八幡東IC
京田辺松井IC

京田辺PA

久御山JCT

枚方学研IC
交野北IC

交野南IC
寝屋川北IC

寝屋川南IC
第二京阪門真IC

門真JCT

枚方東IC

今
回
開
通
区
間 

第二京阪道路 

山城地域では新たに「京
田辺松井ＩＣ」「京田辺ＰＡ」
がオープンし、関西空港な
どへのアクセスが向上。
並走する側道も、木津川
を渡る「新木津川大橋」が
開通し､ますます便利に。


