
古典の日－声に出して読もうin乙訓

第11回ふるさとふれあい駅伝

京のエジソンプログラム体験学習

やましろ未来っ子読書大好き！フェスタ

第８回やましろ未来っ子小学校EKIDEN大会

やましろ未来っ子サイエンスプラン

クチコミ隊の方に着けてい
ただいているブレスレット
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　子どもの頃からお茶に親しむ｢お茶育｣を推進し、将来の宇治
茶ファンになってもらうため、10～11月に小学３～６年生を対象
にしたキッズ｢茶ムリエ｣検定を４会場で開催しました。参加者の
みなさんには｢お茶の飲み分け検定｣と｢宇治茶大好き検定｣に
挑戦してもらい、147人の方が認定書と賞品を手にされました。
平成27年度もキッズ｢茶ムリエ｣検定を引き続き実施するとともに、｢おもてなし｣ができ
る人材の確保をめざした｢宇治茶ムリエ｣の育成を図り、宇治茶文化の継承を促すととも
に、宇治茶の魅力を国内外に発信し、｢お茶の京都｣づくりを推進します。

　管内市町村、JA、当局からなる山城地域農業振興協議
会は、経営拡大をめざす農業者等53名を対象に担い手
支援スペシャリストの橋本將詞さんと大型農業経営を実
践する村田和弘さん、
重義幸さんを講師に
迎えて１月27日(火)
に研修会を行いまし
た。今後も担い手確保
育成に取り組みます。

　ワーキングホリデイは、農業を手伝ってほしい農家と、
休日を利用し豊かな自然の中で食を支える農業を手伝
いたいという都市住民を山城広域振興局が仲介する制
度です。都会の方が農家の方から宿泊場所や食事の提
供を受けながら農作業を
行います。平成27年度も
引き続きこの取組を通じ
て、農業農村の魅力を発
信し地域の活性化を図り
ます。

　｢まちの公共員｣とは、自分の仕事を持ちながら、府の
非常勤嘱託として長期間地域に定着する、全国初の半公
半民の非常勤職員です。地域の実態を把握して地元住
民も含めた多様な主体との協働関係をつくり、地域住民
自らがよりよい地域づくりができるような支援を行うた
め、昨年11月からそれぞれの地域で活動しています。
　八幡市では、辻村修太郎公
共員が、男山地域が住み続け
たい地域であるために、幅広
い世代の人が具体的な取組に
ついて議論し、取り組んでいく
｢男山やってみよう会議｣を開
催しています。

　和束町では、近藤芳彦公共員
が、農家民宿の実現や援農、和
束茶カフェエリアの拠点整備
のあり方を考えるワークショ
ップ等の取組を進めています。

　思春期の子ども達を取り巻く状況が複雑多様化するなかで、｢より良い未来を選択
できる子ども達｣の育成をめざし、思春期保健教育に関わるすべての関係者と府民を
対象にした｢思春期フォーラム2014｣を８月９日(土)に開催しました。未来のパパ・マ
マに正確な知識を伝えるため、平成27年度は中高生への健康出前講座や大学との
協働によるセミナーを開催するとともに、青少年に正しい知識を伝える地域の人材づ
くりに取り組みます。

　城陽市富野の府立木津川運動公園の愛称が２月に
｢城陽五里五里の丘｣に決定しました。府立山城総合運
動公園｢太陽が丘｣と一体で覚えてもらいやすく、また、
城陽市が京都と奈良のどちらの都からも五里(約
20km)の距離にあり、｢五里五里の里｣と呼ばれている
ことにちなんでいます。
　自然観察や環境学習
等のできる森や池のほ
か、芝生広場や大型遊
具等もあり、幅広い世
代に楽しんでいただける公園
であり、さまざまなイベントも
開催していますので、ぜひご
来園ください。

　11月１日(土)、｢古典の日｣の取組として、向日
市民会館ホールで、児童生徒による古典作品の朗
読・暗唱大会を実施しました。特別企画として、桂
治門氏による落語が披露されました。今後も、｢古
典の日｣の取組として、児童生徒が古典に親しみ、
日本語の美しさを感じることをとおして、言語力の向上を図る取組を推進します。

　11月22日(土)、乙訓地域の全小学校から各１チー
ム(６年生)が参加し、大山崎小学校から向日市体育
館までを縦走しました。平成27年度も駅伝を通じ、
基礎体力や持久力を養い、スポーツへの関心を高め
る、小学校体育の活性化に取り組みます。

　10月18日(土)、乙訓地域の小学５、６年生を対象
に、島津製作所創業記念館及び日本電産(株)で、環
境学習やモーターづくり等の体験学習を実施しまし
た。今後も地域のものづくり企業等と連携し、子ども
のものづくりや科学に対する興味を高めるため、企業と連携しながら、有意義な
体験学習を実施します。

　11月16日(日)、アスピアやましろで、古典の日推進事
業として、落語家の笑福亭晃瓶さん(ボランティア出演)に
よる古典落語の公演や山城地域の小中高18校の子どもた
ちが練習を重ねてきた朗読作品の発表、子どもの読書活動
に関わる取組のパネル展示、｢本の帯コンテスト｣入賞作品の表彰式等を行いました。
平成27年度もより多くの方に古典に親しんでいただけるよう取り組みます。

　７月～９月の間に、山城地域の児童生徒を対象に
した科学やものづくり体験情報を紹介する｢サイエン
ス体験マップ｣に掲載された科学実験や施設見学、も
のづくり教室の中からスタンプラリー方式で参加い
ただきました。平成27年度も同時期に開催しますの
で、ぜひご参加ください。

　この大会では、山城地域の児童が広域で交流する機
会とするとともに、子どもの体力・運動能力の向上と競
技スポーツの振興を図っています。昨年12月6日(土)
の開催で第８回を迎え、各ブロック大会で独自の取組
が進められ、その結果、競技力も向上しています。

　山城地域のみなさんと商工会議
所・商工会、観光関係団体等が一体
となって、宇治茶スイーツに代表
される｢ご当地スイーツ｣による元
気なまちづくりを進めるため、平成26年度は、立命
館大学経済学部寺脇拓教授の研究室の学生さんと連
携して発行しました。割引等の特典は、原則として
平成27年９月30日まで有効です。スタンプラリー
も開催中ですので、ぜひご参加ください。

　やましろ観光の大き
な魅力のひとつである、
国宝平等院鳳凰堂の修
理が昨年４月にほぼ完
了し、平安時代に最も近い姿として再現されました。
世界遺産の宇治上神社や平等院をはじめ、歴史的・
文化的な観光資源に恵まれた地域特性をいかし、観
光関係団体等と連携しながら、平成27年度も引き続
き広域的な観光事業を推進します。

　昨年６月に、全国初、世界
でも稀な鵜飼の鵜の２世が
誕生し、全国公募で決定し
た｢うみうのウッティー｣の愛
称のもと、宇治川の鵜飼い
の新たなシンボルとなるこ
とが期待されています。２月28日(土)
には、シンポジウム｢ウミウの誕生から
みる鵜飼いの未来」が全国各地の鵜飼
関係者、住民のみなさんの参加のもと
開催されました。

　平成25年からロゴマーク入り野菜
の販売を開始した｢京やましろ新鮮野
菜｣のファンクラブを発足するにあた
り消費者を中心に会員を募り、会長
には料理研究家の西村秋保さんに就
任いただくことになりました。西村秋
保さんによる｢京やましろ新鮮野菜｣
の調理実習試食会へのご案内等、
様々な特典がありますので、みなさ
んもぜひ会員になってみませんか。

　１月24日(土)・25日(日)に、イオンモール京都桂
川で、観光パンフレットや地元特産品を配付する等、
乙訓地域等の府西部エリアを｢京都・西の観光｣として
PRする初のイベントを実施しました。｢京都第二外環
状道路開通｣や｢阪急西山天王山駅開業｣により、｢京
都・西の観光｣がますま
す便利になっており、今
後も、さまざまな観光ツ
アー等を実施しますので、
ぜひ注目してください。

　12月７日(日)、乙訓総合庁舎前駐車場で乙訓地域
の農業・商工事業者が連携し、採れたての新鮮野菜
やたけのこマカロン等の乙訓のおいしいものを販売
する、おとくに軽トラ朝市を開催しました。地産地消の
取組をより促進する
ため、27年度も引
き続き開催を予定し
ていますので、ぜひ
ご参加ください。

京都・西の観光プロモーション おとくに軽トラ朝市 京やましろ新鮮野菜ファンクラブ発足

y 山城教育局　TEL 0774-62-0008　FAX 0774-62-9207y 乙訓教育局　TEL 075-933-5130　FAX 075-933-5229

宇治茶大好き！キッズ｢茶ムリエ｣検定 消費イベント『「宇治茶」まつり』

宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い 宇治茶歴史街道ウォーク

宇治茶大好き！キッズ｢茶ムリエ｣検定 消費イベント『「宇治茶」まつり』

宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い 宇治茶歴史街道ウォーク
　５月２日(金)、宇治茶会館、茶業研究所で、多くの方に宇
治茶に親しんでいただき、宇治茶の普及・消費拡大を図るた
め、茶摘みや宇治茶の手もみ体験、試験茶園・製茶工場の
見学、日本茶インストラクターによるおいしいお茶の淹れ方
教室等を行う｢宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い｣を実施しま
した。平成27年度は、｢うじチャ・フェアー (仮称)｣のオープ
ニングイベントとして実施しますので、ぜひご参加ください。

｢京都やましろスイーツ
パスポート｣の発行

平等院鳳凰堂
の落慶

全国初、鵜飼の鵜の２世誕生！

　山城各地のご当地キャラが力を合わせて京都を盛り上げていくため、
昨年８月に京都応援きゃらくたぁず｢京きゃら｣を結成しました。
　今後、新しい仲間も加わり各地のイベント等に出かけていきますので、
応援をよろしくお願いします！
【｢京きゃら｣メンバー】
①華ちゃん(精華町)、②茶ッピー (宇治田原町)、③イルミン(城陽市)
④ちはや姫(宇治市)、⑤蘭の妖精｢ララン｣(大山崎町)、⑥かぐ歩ちゃん(向日市)
⑦プラムちゃん(城陽市)、⑧一休さん(京田辺市)、⑨ネギーマン(久御山町)
⑩キララちゃん(京田辺市)、⑪からっキー (向日市)
⑫やわたタケちゃん・⑬ノコちゃん(八幡市)、⑭しろんちゃん(長岡京市)
⑮茶茶ちゃん(和束町)、⑯いでたん(井手町)、⑰チャチャ王国のおうじちゃま(宇治市)、⑱まゆまろ(京都府)
⑲たけのこタッキー (木津川市)、⑳お玉ちゃん(長岡京市)、㉑いづみ姫(木津川市)
㉒じょうりんちゃん(城陽市)、㉓京町セイカ(精華町)、㉔ゆるからっキー (向日市)　　　　　y 企画総務部 企画振興室　TEL0774-21-2049　FAX0774-22-8865

農業経営研修会
｢儲かる農業経営をめざして｣

思春期フォーラム２０１４

　平成25年度に作成した｢災害時の栄養・食生活支援ガイド
ライン｣を活用し、継続的に食事を供給する学校、病院、事業
所、福祉施設等の特定給食施設の職員や市町行政職員向け
の研修会を実施しました。平成27年度は、福祉施設や市町
村職員、ボランティア等への研修会等を通じて、さらなるガ
イドラインの普及・活用をめざします。

　がん検診クチコミ隊とは、自分にとって大切な人
に、１人でも多く検診を受けていただくために声かけ
をしていただいている方です。現在100名以上の方
に協力いただいています。管内市町村の健康イベン
トや出前講座等で
募集していますの
で、ぜひお近くの保
健所までお問い合
わせください。

木津川運動公園の愛称決定！

｢まちの公共員｣の取組

y 山城北土木事務所 道路計画室
　  TEL 0774-62-0699　FAX 0774-65-2649

y 企画総務部 企画振興室
 TEL 0774-21-2049
 FAX 0774-22-8865

人がつながり支え合う、活力・協働・安心の山城交流圏人がつながり支え合う、活力・協働・安心の山城交流圏

y 農林商工部 商工労働観光室
　 TEL 0774-21-2103　FAX 0774-22-8865

y 農林商工部 企画調整室　TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865

　10月５日(日)、｢宇治茶の郷からおもてなしを世界に｣
をテーマに、宇治茶の消費拡大を目指して、宇治茶製法手
もみ技術の実演・体験、宇治茶スイーツ・宇治茶関連商品
の販売、宇治茶の世界文化遺産登録の取組PRブース等を
地域一体となって実施し、約18,000人の方が参加されました。
　平成27年度は、｢宇治茶｣まつりをはじめ、｢宇治茶｣に関連した様々なイベントをつ
なぎ、年間を通じて｢お茶の景観｣｢お茶を巡る｣｢にぎわい｣｢発信｣をテーマにした｢う
じチャ・フェアー (仮称)｣を実施します。

　新茶シーズンの５月、お茶のおいしくなる10～
11月に、ボランティアガイドクラブ等の地域団体
と連携して、｢宇治茶歴史街道｣を活用した宇治茶
の魅力・価値を体感できるウォーキングイベント
を実施しました。平成27年度も茶畑巡りや歴史・
文化を体感できるウォーキングイベントを実施し
ますので、ぜひご参加ください。

y 乙訓保健所 保健室　　TEL 075-933-1153　FAX 075-932-6910
y 山城北保健所 保健室　TEL 0774-21-2192　FAX 0774-24-6215
y 山城南保健所 保健室　TEL 0774-72-0981　FAX 0774-72-8412

y 農林商工部 企画調整室　TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865

y 農林商工部 企画調整室　
　  TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865

y 山城北保健所 保健室　TEL 0774-21-2192　FAX 0774-24-6215

y 農林商工部 地域づくり推進室
　  TEL 0774-21-2186　FAX 0774-22-8865

y 農林商工部 企画調整室　TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865 y 農林商工部 企画調整室　TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865

y 乙訓調整監付
　 TEL 075-921-0182　FAX 075-932-4570

y 乙訓調整監付
　 TEL 075-921-0182　FAX 075-932-4570

y 農林商工部 企画調整室
　 TEL 0774-21-3229　FAX 0774-22-8865

y 農林商工部 商工労働観光室
　 TEL 0774-21-2103　FAX 0774-22-8865

y 農林商工部 商工労働観光室
　 TEL 0774-21-2103　FAX 0774-22-8865

京都応援きゃらくたぁず「京きゃら」が発足！
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災害時の栄養・食生活支援体制
の整備

がん検診受診クチコミ隊
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