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11/ 29 土 

30 日 

町家のよさは現代の暮らしにいかせるか？ 
  ～“がんばらない”町家のくらし～ 
 

テーマ： 町家の機能を、現在の生活のなかでどう利用できる 
           かについて学ぶ講座です。秦家主宰の秦めぐみ氏も交えた 
          座談会では、それぞれの暮らし方に合う使い方を、参加者全員で 
           検討します。 
講師：秦 めぐみ氏(京都市有形文化財「秦家」主宰) 
時間 : 14時～16時 定員：50名 参加費：無料 

場所：京都秦家（下京区油小路仏光寺下ル太子山町594） 

共催：ＮＰＯ法人 京町家・風の家会 
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土 15 

 京都で暮らすシニアのための 
       「スタートダッシュスクール」 
 

 テーマ：「高齢期のすまいと愛情のある相続」 
              すまいづくり、相続対策について学びます。 
 時間 : 10時～12時 定員：50名 参加費：無料   
 場所：アーバネックス御池ビル東館2階会議室 
     （中京区烏丸通御池東入る梅屋町361-1） 

 共催：シニアライフSOS 
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土 8 すまいスクールタイアップ型 

すまいスクールタイアップ型 

「リフォームで『住み継ぐ』心地よい暮らし」 
 

◎1時間目（13時30分～14時30分） 
  テーマ：「すまいを楽しくお手入れ、自分の家の価値をあげよう！」 
 講 師：NPO法人 住宅長期保証支援センター 
◎2時間目（15時50分～16時50分） 
 テーマ：「リフォームの心得/失敗しない事業者えらび～見積書・契約書」 

 講 師：NPO法人 コンシューマーズ京都 
◎3時間目(15時50分～16時50分) 
 テーマ：「老後を自宅で快適に暮らすための、リフォーム」 
 講 師：NPO法人 住宅福祉サービス 
 定  員：各50名 参加費：無料 
 場  所：ハートピア京都第5会議室(中京区竹屋町通烏丸東入清水町375) 
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土 6 
すまいスクールmini  

 
「再生可能エネルギー導入で 
        マンションの資産価値アップ！」 
 

テーマ：市内のマンション3件を対象に行った、再生可能エネルギー利用装 
           置の導入実験結果を基に、装置導入を進める上での課題や費用 
           対効果、必要な手続きや助成制度各種について説明します。 
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日 7 
時間：14時～16時30分 
定員：60名  参加費：無料 場所：アーバネックス御池ビル 
東館2階会議室(中京区烏丸通り御池東入る梅屋町361-1) 
共催：京のアジェンダ21フォーラム、 
    (一社)京都府マンション管理士会、          
        京都府地球温暖化防止活動推進センター 

すまいスクールタイアップ型 

続く 

京都市が主催する、すまいに関する 
スクールで、 

「住み継ぐ」「そなえる」「支え合う」   
 をテーマに、毎年開催しています。 
 すまい手である皆さんに、すまいや 
 くらしを考え、実践していただける 
 スクールを目指します。 

棟梁、専門学校生と建てよう！ 
宝ヶ池のお茶室+お茶の飲み方体験 
 

テーマ：小学生親子を対象に、2日間にわたって行う文化体験講座です。 
29日(1日目)…棟梁指導のもと、茶室の組み立て 
30日(2日目)…茶道 速水流教授のもと、お茶の飲み方体験 
時間 : 各日10時～16時30分 参加費：無料 

定員：20名(保護者同伴可能) 
場所：宝ヶ池公園子どもの楽園内プレイパーク(京都市左京区上高野流田町8) 

共催：学校法人 京都建築専門学校、(公財)京都市都市緑化協会 

すまいスクールタイアップ型 

京の魅力再発見-第2回 

「心が集う場」をつくる 
 ～ワンポイントで演出するくらしのしつらえ～ 
 

テーマ： 「しつらえ」は人が集う時の心の拠り所を作ります。 
      現代のすまいの中に、しつらえの空間を再発見します。 
講  師：増田 和子氏(表具師、「増田寰和堂」主宰) 
時  間 : 13時30分～16時 定員：50名 参加費：無料  

場  所：平成の京町家普及センター(下京区河原町通塩小路北西角) 

協 力：株式会社リヴ  
※ 第3回講座は、12月14日（土）14時～16時に、『「京のすまいはじめました」×
「京にずっとくらしています」』をテーマに、ちおん舎で開催いたします。 
ご興味がおありの方は、一緒にお申込みください。 
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土 22 
すまいスクール連続講座 



【凡例一覧】所開催する場所  時開催する日時  対対象者  定定員  ￥参加費用  申申込方法  主主催  問申込・問合先  ☎電話  FAXファックス  ✉電子メール  HPホームページ   他その他 

 

すまいに関するイベント情報 

京都市内のイベント 

「安すま☆通信」(安心すまいづくり☆通信)は、京（みやこ）安心すまいセンター、区役所、市内公共施設(図書館・文化会館等)などに配架しています。 

京都市などで開催されるすまいに関するイベントや、支援制度の情報を掲載しています。詳細については各お問い合わせ先にお尋ねください。 

11月8日(土)10～17：00・9日(日)10～16：00  
 

京都ものづくりフェア2014 
 

京都ものづくりフェアは、伝統的なものづくりや、衣食住関連産業から
先端産業まで、京都の優れた技術・技能を紹介し、実演や体験を通
じて「ものづくり」の素晴らしさを体感していただける貴重な機会です。 
 

・体験：ロクロ・絵付け、木工製作、薄板金属での昆虫づくり、ロボッ
ト相撲力士づくり、手打ちそば体験、和・洋菓子作りなど 
・実演：畳制作、銅版折り鶴、襖の張替、瓦葺き、アイロン仕上げ等 
・展示：優秀技能者他の作品展示 
・即売：陶磁器やインテリア、帆布製品やきもの、食品等 
・中央ステージ：ファッションショーやフラワーパフォーマンス他 
 

所京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ)1階大展示場、第1
展示場(伏見区竹田鳥羽殿町5) 主京都ものづくりフェア実行委員
会 問京都府職業能力開発協会 ☎075-642-5075 
HPhttp://www.pref.kyoto.jp/noryoku/20141189.html 

11月15日(土)、25日(火)、28日(金) 
 

■京町家再生セミナー 
 

❶11月15日(土) 14：00～16：00 

『町家改修の進め方 
     暮らしの文化を継承する改修計画』 
 

町家は本来の姿を見つめることで楽しく暮らしやすい住まいとなります。
町家に息づく伝統を活かすことが住まう楽しさの鍵となり、伝統の技法
で改修することで長持ちします。実際に改修した例を紹介しながら、 
改修の計画、設計、工事費などについて、わかりやすくお話します。 
講師：内田 康博氏(一般社団法人京町家作事組理事) 
 

❷11月28日(金) 19：00～21：00 

『木を見る：京町家、防火改修の最前線』 
 

町家が立ち並ぶ姿は歴史都市京都の魅力の一つですが、そのため木
造密集市街地での、火災時の延焼拡大防止が大きな問題となってい
ます。そのために今できることは何か、大工棟梁の視点から防火改修
のポイントなどについてお話します。(協力：京都市消防局予防部) 
講師：木村 忠紀氏(京都府建築工業協同組合理事長) 
 

■京のまちづくり史セミナー 
 

❸11月25日(火) 19：00～21：00 

『郊外居住を求めて：北白川の形成と暮らし』 
 

京都では、大正～昭和初期にかけて市街地が拡大し、郊外に住まう
という生活様式が広がりました。典型的な郊外住宅地の一つである北
白川の形式過程と暮らしを、京都の学術都市としての側面にも注目
しながら学びます。 
講師：石田 潤一郎氏(京都工芸繊維大学大学院教授) 
 

所京都市景観・まちづくりセンター ワークショップルーム(河原町五条
下る東側) 定50名(先着順)￥無料 申『京都いつでもコール』まで 
(☎ 075-661-3755、FAX075-661-5855、メールフォーム 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.ht
ml)、セミナー名、氏名(ふりがな ※複数名参加の場合は全員の氏
名)、電話番号を明記のうえ、電話、FAX、メールフォームにて。 
締切：❶11月12日(水)、❷11月25日(火)、❸11月22日(土) 
主・問京都市景観・まちづくりセンター 
☎075-354-8701 FAX075-354-8704 
共催京都市都市計画局まち再生・創造推進室 

11月19日(水) 
 

   市民のための不動産なんでも相談 
 

不動産に関する法律・税金・登記・協会・評価などの問題について、
専門家(弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑
定士)が無料でご相談に応じます。 
 

相談時間：10：00～12：00、13：00～16：00 
       (受付時間9：30～15：30) 
 

所京都市消費生活総合センター(中京区烏丸御池東南角 アーバ
ネックス御池ビル西館4階) ￥無料 申当日、先着受付にて 主京都
弁護士会、近畿税理士会京都府支部連合会、京都司法書士会、
京都土地家屋調査士会、(公社)京都府不動産鑑定士協会、京都
市 問京都弁護士会(☎075-231-2378)、京都市(☎075-256-
1110) 

11月11日(火) 
 

町家をトーク2014 第8回 《畳》  
 

 「町家をトーク」は、京町家の職人さん等が語る町家の学校です。 
 今回はテーマ『畳』について、 
   ・畳の基本、構成、敷き方 
   ・バリエーション、トピックス 
   ・今後の展望 
 などのテーマでお話を聞きます。 
  講師：磯垣 昇氏 ＜磯垣タタミ 代表＞ 

 

所「ひと・まち交流館京都」地下1階ワークショップルーム(河原町五条
下る東側) 時19:00～21:00 定40名(事前申込要) ￥1,500円 
(学生1,000円)、通年会費12,000円/12回(毎月第2火曜日)  
申FAX 主・問「町家をトーク」事務局(担当：岡田優) 
☎090-6550-2468 FAX075-315-2394 

11月16日(日) 
 

2014年度京都を学ぶスタディーツアー 

「百人一首ゆかりの地を巡る散策ツアー」 
 

平安時代の終焉を見届けた小倉百人一首にまつわるレクチャーと、京
都市北西域にかけて点在する史跡旧跡を地元研究家と巡る講義と
まち歩きのイベントです。 
◆鳴滝周山街道コース 
宇多野ユースホステル ⇒ 鳴滝芭蕉碑 ⇒ 般若寺跡 
 ⇒ 妙光寺前 ⇒ 陽明文庫前 ⇒ 光孝天皇陵 ⇒ 福王子神社 
 

所集合場所は京都市宇多野ユースホステル：右京区太秦中山町
29) 時14:00～16:30 対京都の歴史や文化、町歩きに興味のあ
る健康な方(小学生以下保護者同伴) 定20名(要事前申込、先着
順) ￥1,500円 申電話、FAX、メールにて、ご希望のコース名、名
前、住所、電話番号明記のうえ。(開催3日前を過ぎるとキャンセル料
がかかります) 主・問京都市宇多野ユースホステル、(一財)京都ユー
スホステル協会  ☎075-462-2288 FAX075-462-2289 ✉ 
edu@yh-kyoto.or.jp HPhttp://yh-kyoto.or.jp/?p=7146 
他最少催行人数6名、1週間前に決定します。 



 

京 安心すまいセンターが運営する 
すまいに関する総合情報サイト 

http://www.miyakoanshinsumai.com/ 

  

 http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/mailmag/index.html 

安すま通信   検索  

安すま★通信 
メルマガ版 登録者募集 

 

facebook  https://www.facebook.com/miyakoanshin 
˝ 

安心すまいづくり☆通信 掲載内容募集  

 すまいに関する情報を募集しております。イベント情報掲載希望の方は、075-744-1670にご連絡ください。 

※ 特定企業の宣伝、営利を目的とした内容のイベントは掲載いたしません。お寄せいただいた情報も誌面の都合により、掲載できない場合がございます。 

11月9日(日)、 28日(金)、12月5日(金) 
 

アスニー京都学講座 文化財講演会 
■11月9日(日) 

「平安京はどこまでわかったか 
     -平安京復元模型制作20年-」 
 

京都アスニー「京都市平安京創生館」に展示されている「平安京復
元模型」は、平安京建都1200年記念事業(1994年)の一つとして
作製されました。 
当時の成果から20年、平安京はどこまで解明されたのでしょうか。 
 

講師：金田 章裕氏(京都大学名誉教授) 
         高橋 康夫氏(花園大学文学部教授) 
      吉崎 伸氏((公財)京都市埋蔵文化財研究所調査課長) 
 

所京都市生涯学習総合センター(京都アスニー) 4階ホール(中京区
聚楽廻松下町9-2) 時13：30～16：30 対京都在住または通勤
通学者 定400名(先着順) ￥無料 主京都市、(公財)京都市埋
蔵文化財研究所 共(公財)京都市生涯学習振興財団 
 

アスニーセミナー 
 

■11月28日(金) 

 「『京の台所』 錦市場 
  ～400年の歴史とそれを支える商店街の強さ～」 
 

錦市場は京都の食文化を代表する「京の台所」として栄え、京都の経
済、社会、文化の発展を語る上で重要な役割を果たしてきました。 
本講座では近年の観光地化も含めた今昔を振り返り、錦市場が長く
繁栄を続ける秘密を探ります。 
 

講師：井村 直恵氏(京都産業大学経営学部准教授) 
 

■12月5日(金)  

「信長が見た戦国京都 
          ～城塞に囲まれた異貌の都～」 
 

信長が最初に上洛したときに目にした戦国時代の京都とはどのような
姿だったのでしょうか。現在とは大きく異なるその姿を文献史料や絵画
史料などを用いながら考えます。 
 

講師：河内 将芳氏(奈良大学文学部教授) 
 

所京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)3階研修室((中京
区聚楽廻松下町9-2) 時各日14:00～16:00 定各100名(申
込先着順、余裕あれば当日受付可能) ￥820円(京都まなびすと会
員は620円) 
 

※上記、京都アスニーのイベントのお申込はいずれも以下の通り。 
 申電話、FAX、はがきにて、講座名、氏名、電話番号明記のうえ。
京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)事業課(〒604-
8401 中京区聚楽廻松下町9-2 京都市生涯学習センター内)  
☎075-812-7222 FAX075-803-3017 他手話通訳・要約筆
記は10日前までに、託児は7日前までにご予約下さい。 
 

11月29日(土)はFPの日！ 
 

ファイナンシャルプランナーによる 

「FPフォーラム ミニセミナー」 
 

資金面からみる最適な住まいの選び方や、住宅ローンのお得な返済
方法など、身近な悩みに役立つ方法や情報満載のセミナーです。 
 

講演会①13：00～13：50「最適な住まいの選び方とは？」 
  講師：金森 茂也氏 
 

講演会②14：00～14：50「知らないと怖い住宅ローンの落とし穴」 
  講師：小林 賢司氏 
 

講演会③15：00～15：50 
  「ワークブックを使って考える、住宅ローンの商品選びと返済」 
  講師：小林 賢司氏 
 

※同日に、同様の時間帯にて「教育費」、「保険」についてのミニセミ
ナーも行われます。 
※同日13：00～16：00に1組50分程度、6組限定の無料個別
相談会も行われます。(要申込、締切：11月11日) 
 開催日10日前にはお申込の方全員にご連絡があります。 
 

所京都私学会館B会場(下京区室町通り高辻上る山王町561) 
￥無料 申電話、FAX、ホームページの専用申込フォームにて、お名
前、年代、連絡先を明記のうえ。申込締切：11月25日(火)。 主・
問京都FP協会京都支部事務所 ☎075-253-4650 FAX075-
253-4651 ✉kyouto_bb@jafp.or.jp 
HPhttps://jafp.or.jp/ 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

 

11月23日(日)～30日(日)の全8日間 
 

誰も住んでいない！ 誰も使っていない！ 

このような“空き家”を活用する 

無料相談ウィーク 
 

空き家が放置されると、地域や社会の迷惑になる場合もあります。 
「では、持っている空き家をどうすればよいのか？」 
このようなお悩みをお持ちの方、お気軽に無料相談会へお越し下さい。 
 

所京都府不動産コンサルティング協会(京都市中京区烏丸通り蛸薬
師上る七観音町637 インターワンプレイス烏丸2A、四条より徒歩5
分、烏丸通蛸薬師上る西側の黄色いビル2階) 時各日13:00～
17:00(1組1時間) 定各日4組(要事前予約、複数の方の希望時
間帯が重なった場合は申込先着順) ￥無料 申お名前、年齢、住所、
電話番号、相談内容、希望日・時間帯を明記の 
うえ、電話、FAXより。  
主・問(一社)京都府不動産コンサルティング協会 
☎075-251-1145(平日10：00～17：00) 
FAX075-251-1144 後援京都市 



 京 安心すまいセンターは、京都市住宅供給公社が運営しています  
 

■ すまいスクール  
すまいやくらしに役立つ講座やイベントを実施しています。 
一般市民対象の「すまいスクール」のほか、「子ども向けス
クール」、事業者対象の「専門家向けスクール」、すまいに関
する専門家団体と連携して実施の「すまいスクールタイアップ
型」も開催しております。  
■ すまいスクール出張版 
日頃からセンターの相談業務に対応している専門家を、皆
様のご近所まで派遣します。PTAや自治会、マンション
組合などの集まりなどにお役立てください。 

 すまいに関するセミナーやイベントを開催 
 しています。 ２ 

京 安心すまいセンターは 

■ 耐震・エコ助成ホットライン 
耐震診断士派遣事業や耐震改修助成事業、耐震専門家派
遣事業、省エネリフォーム助成事業、太陽光発電等の自
立分散型エネルギー利用設備の設置等に関するお問合せ
やお申込み受付を行うほか、すまいの耐震化やエコ化に
関する疑問や相談に応じます。 

すまいの耐震化、エコ化、太陽光発電シス
テム等の助成制度の相談、申請を一元的に
支援します。 

4 

分譲マンション、建て替え・大規模修繕の
アドバイザーを派遣しています。 

３ 

分譲マンション管理組合の方を対象にマンション管理士等
をアドバイザーとして派遣し、効果的な修繕計画の作り方
や建て替え、建物を良好なものにするためのアドバイスを
行っています。 

■ 一般相談（開館中随時、予約不要）  
センター職員が一般的な相談に電話や面談で応じます。 

■ 専門相談（毎週日曜日午後、予約制）  
専門家が、建築、法律、不動産、分譲マンション管理等専

門的な知識が必要な相談に応じます。   

 すまいに関する相談を行っています。 １ 

 問合せ先 :                  は、 075-744-1670 

             は、 075-744-1631（耐震・エコ助成ホットライン） 

2 1 3 

4 

※駐車場はございません。公共交通機関でお越し下さい。     

  高齢者の住宅に関する制度 その１ 

  すこやか賃貸住宅・すこやか賃貸住宅協力店 

制度の内容は 高齢であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅(すこやか
賃貸住宅)と、高齢者の住まい探しにご協力頂いている、 
仲介業者(すこやか賃貸住宅協力店)の情報を提供します。 
 
住宅により様々です。 
高齢を理由に入居を拒まれることはありませんが、家賃を支
払うことができ、原則、自立した生活を営める方が対象です。 
 
 情報提供窓口  
各高齢サポート窓口及び京安心すまいセンター 
 インターネットでの検索  
京都市すこやか住宅ネットのホームページ
( http://www.kyoto-sjn.jp/ )で、 
「すこやか賃貸住宅」及び「すこやか賃貸住宅協力店」を 
検索することができます。 
 
京安心すまいセンター 075-744-1670へ 
京都市まち再生・創造推進室 075-222-3503へ 
 
 
 
 

入居できるのは 

住宅や協力店を
探すには 

お問い合わせは 

  午前10時から午後5時まで ※水曜日、祝日、年末年始を除く   
  075-744-1670 （センター全般、すまいよろず相談）  

  075-744-1631 （耐震・エコ助成ホットライン） 

  075-744-1637  
  http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/  

〒604－8186   京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館４階 

開館時間 

TEL 

FAX 

ホームページ 

関連機関が実施している無料相談の一覧 
 
 
 

（公財）日本賃貸住宅管理協会 京都府支部（面談、要予約） 
京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637第41長栄カーニープレイス 四条烏
丸2FＡ号 ☎075-211-4774 第１・３木曜日 13時～、14時～、15時～ 
 

 

京都府不動産コンサルティング協会（面談、要予約） 

京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637第41長栄カーニープレイス 四条烏
丸2F 京都府不動産コンサルティング協会事務所  ☎075-251-1145  
毎月第2・4金曜日 13時～16時（一件あたり1時間弱 ） 

全日本不動産協会 京都府本部（面談、電話、要予約） 

京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2全日京都会館  
☎075-251-1177 毎月第1・2・3・4火曜日 13時30分～16時 

京都府宅地建物取引業協会（面談、電話、予約不要） 

【本部】京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3京都府不動産会館2階  
☎075-415-2121 毎週火曜日・金曜日  13時～16時 （一人当たり30分 ） 
 

 
日本司法支援センター京都地方事務所（法テラス京都）（面談、要予約）  
※民事法律扶助による無料法律相談（収入制限あり）  
京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427京都朝日会館９階  
☎050-3383-5433 月～金 10時～12時、13時30分～16時 

京都司法書士会（面談、要予約）  

京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の１ ☎075-255-2566 
①登記・法律相談 ： 月～金曜日 15時～17時、土曜日 10時～12時  
②多重債務相談・消費者トラブル相談 ：月・水・金曜日 15時～17時、土曜日 
10時～12時 
③登記・多重債務・法律相談： 木曜日 19時～21時 、日曜日 14時～ 17時 

京都市消費生活総合センター （面談、要予約） ☎075-256-2007  

京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館 ４階 
①月・火・木（当日9：00から整理券配布） 13時15分～15時45分 ②金（電話
予約制） 13時15分～15時45分  ③第２・４水曜（電話予約制） 18時～20時 

各区役所・支所地域力推進室 水曜日 午後1時15分～午後3時45分 

※ 定員あり。詳しくは各地域力推進室（北区は総務・防災担当，それ以外の区・支
所はまちづくり推進担当）にお問合せください。 

● 賃貸に関する相談 

● 法律に関する相談 

● 不動産に関する相談 

相談 
したい 

知り 
たい 

安心 
したい エコ 

したい 

安心・安全・快適な暮らしとすまいづくりを応援します 


