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CONTENTS 「京 安心すまいセンター」では、すまいに関する様々な相談をお受けいたします。 075-744-1670  
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更に使いやすく、 

よりお得な制度になりました！ 
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すまいに関するイベント情報 

京都市内のイベント 

この情報紙は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。 

12月9日(火) 
 

町家をトーク2014 第9回テーマ 《京表具》 
 

 「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。 
 なかなか聞けない現場のお話を聞くことができる、貴重な機会です。 
 第9回は『畳』について、 
   ・京表具とは   ・サンプルで知る 
   ・例えば軸装の手配と手順  …などのテーマでお話を聞きます。 
  講師：井上 利彦氏 ＜井上光薫堂 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 

12月12日(金)、12月19日(金) 
 

アスニーセミナー 
■12月12日(金) 

 「平安京の交通手段と都市の人々 
  ～牛車(ぎっしゃ)と牛飼童(うしかいわらわ)～」 
 

平安貴族は外出に牛車を用いました。その牛を操るのが牛飼童です。 
牛飼童は大人ですが、烏帽子をつけず子どものような髪の束ね方をした
ので、「童」と呼ばれました。彼らは平安京の代表的な住民でした。その
暮らしを通して、都市の人々のあり方を考えます。 
講師：五島 邦治氏(京都造形芸術大学客員教授) 
 

■12月19日(金)  

「御触書(おふれがき)からみる江戸時代の京都」 
 

江戸時代の京都には、所司代や町奉行所から様々な御触書が出され
ました。この講座では、御触書を読み解きながら、当時の京都における
政治や社会のあり方を知るとともに、現代との歴史的なつながりについて
考えます。 
講師：小倉 宗氏(大阪大谷大学文学部歴史文化学科准教授) 
 

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) 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) ☎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。 

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。 

12月10日(水) 
 

★FPマネー塾★ 
知っておきたい年末調整・確定申告のイロハ 
 

年末調整、確定申告を、会社や税務署任せにしていませんか？ 
ちょっとした提出の違いで還付金額が変わるかも？ 
1年に1回のお金の大掃除、そのイロハをお教えします！ 
 

  講師：江田 佳銘子氏 
 

所日本FP協会京都支部事務所(下京区四条通室町東入る函谷鉾
町79ヤサカ四条京都ビル9階) 時19:00～20：30(受付18：50
～)定18名 申ハガキ、電話、FAX、HPより、名前、性別、年齢、参加
人数、住所、電話番号、メールアドレス、ご希望のセミナー名を明記のう
え。 主・問日本FP協会京都支部 ☎075-253-4650 FAX075- 
253-4651 HPhttps://www.jafp.or.jp/shibu/kyoto/ 

 
 
 
 
 

★要注目イベントです★ 

            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！ 
 

分譲マンションの資産価値を上げたいとお考えの方には、12/7(日)の 
こちらのセミナーがピッタリです。 
テーマは『再生可能エネルギー』。利用装置の導入シュミレーションを基
に、課題や費用対効果、手続きや助成制度についてお話します。 
 

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) 時14:00～16：30 ￥無料 定60名 申電話、
FAX、HPのメールフォームより、名前、参加人数、住所、電話番号を 
明記のうえ。 主京都市 問京安心すまいセンター ☎075-744-1670 
FAX075-744-1637 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 

12/ 

日 7 

12月14日(日) 
 

平成26年度文化庁委託事業・後援京都市 

「NPO等による文化財建造物の管理活用事業」 
 

木造文化財建造物防災★連続公開研究会 

第5回「木造文化財建造物の雪害と雪対策」 
 

自然災害などで木造文化財建造物や伝建築の被害も多発している昨
今ですが、伝統木造の防災に詳しい専門家と、文化財建造物の所有
者や管理者、保存に携わる技能者等の間で情報交換をし協力関係を
築いていくことで、その被害を大いに軽減できると思われます。 
今回のテーマは「雪害」です。雪とどう付き合い、雪対策にどのように取り
組むかについて検討していきます。 
講師：山口 一男氏(石川県立白山ろく民俗資料館館長) 
コメンテータ：鈴木 有氏(金沢工業大学名誉教授) 
※終了後、懇親会を予定しています(会費別途1,000円) 
 

所西陣ヒコバエノ家(上京区上立売通浄福寺西入ル姥ヶ東西町632
番地）時14:00～17:00(開場13：00) ￥1,500円(資料、ドリン
ク代) 申電話、FAX、E-メールにて、催し名・氏名・所属・電話番号・
FAX番号又はメールアドレス・懇親参加の有無を明記のうえ。 
問NPO法人関西木造住文化研究会(略称：KARTH<カース>) 
☎075-411-2730(悠計画研究所内) FAX075-411-2725 

✉info@karth.sakura.ne.jp 
HPhttp://karth.blog13.fc2.com/ 



 

「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 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 
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他府県のイベント 

2月14日(土) 
 

   住教育セミナー 

「かしこい不動産の買い方」 
 

■13：30～15：30セミナー「かしこい不動産の買い方」 
(公社)京都府宅地建物取引業協会の役員を講師に、マイホームを初
めて買われる方、将来の購入に向けて気に入った住まいを安心して確実
に購入できるように、取引の流れに沿って分かりやすくお話します。 
 

■不動産の相談コーナー(事前申込要、セミナー終了後) 
あらかじめごお申込頂いた宅地・建物取引、賃貸借問題などのご相談
をお聞きします。 
 

所京都府不動産会館3階 研修センター(上京区中立売通新町西入
る三丁町453-3 ￥無料 定100名(先着順) 申電話、FAXにて、住
所、氏名、電話番号、参加人数、終了後の相談コーナー参加ご希望
の場合は内容を添えて。 主・問公益社団法人京都府宅地建物取引
業協会 ☎075-415-2121 FAX075-415-2120 他会場には 
駐車場のご用意がございませんので、公共の交通機関をご利用下さい。
(地下鉄「今出川」駅より徒歩10分、市バス「堀川中立売」より徒歩 
6分、「今出川新町」より徒歩8分、「烏丸一条」より徒歩4分) 
後援京都府、京都市 

2月4日(水) 
 

公益社団法人京都不動産研究協会による 

「不動産無料相談会」 
 

日々の生活の中でも特に判断が難しい「不動産」に関する相談に、専
門的な視点から総合的にお答えするため、公益社団法人京都不動産
研究協会が京都市の後援を得て、弁護士、税理士、司法書士、土地
家屋調査士、不動産鑑定士、宅建取引主任者による「不動産無料
相談会」を実施します。 
 

所ひと・まち交流館 京都(河原町五条下る、市バス「河原町正面」前)
時10:30～16:30 (受付10:00～16:00) ￥無料 定当日受付
(先着順) 主・問公益社団法人京都不動産研究協会 
☎075-231-5113 

1月27日(火) 
 

京都市すこやか住宅ネット主催 

第4回 高齢期の住まいの相談会 
 

民間賃貸住宅や福祉施設への住み替え、賃貸借契約の仕方やトラブ
ルなど、お悩みのことはありませんか？ 60歳以上の方とそのご家族を対
象として、住まいに関する不安や疑問に不動産や福祉の専門家及び行
政職員がお応えする相談会を行います。 
平成26年度はこれが最後の機会になりますので、是非ご参加ください。 
 

所京都市消費生活総合センター研修室(烏丸御池東南角 アーバネッ
クス御池ビル西館4階) 時14:00～17:00(1組約30分) 対市内在
住の60歳以上の方及びご家族 定10組(事前申込要) ￥無料 
申はがき、FAX、Eメールにて、氏名・年齢・住所・電話番号・相談内容
を明記の上、京安心すまいセンター(裏表紙下部に住所等あり)まで。 
※申込締切：1月16日(金)必着 問京(みやこ)安心すまいセンター 
☎075-744-1670 FAX075-744-1637 
✉info@kyoto-sjn.jp HPhttp://www.kyoto-sjn.jp/ 

12月14日(日) 
 

平成26年度神戸市すまいの耐震キャンペーン/三都市連携事業 

  『神戸×大阪×京都 三都で語ろう！ 
        ラジオ de 耐震・防災トーク』 
 

阪神・淡路大震災からまもなく20年。今後必ずくると言われている南海 
トラフ地震に対する備えを中心に、各家庭・地域における防災や耐震に 
ついて、改めて考えてみる必要があるのではないでしょうか。 
神戸、大阪、京都―それぞれの地域に根差した「ラジオ放送局」と、「市 
民のすまいやまちの安全・安心をサポートするセンター」が、“神戸”から 
情報発信します。 
 

【プログラム】 
13：30～14：30 基調講演「自然災害とすまいの耐震化」 
   講   師：近藤 民代氏(神戸大学大学院工学研究科) 
15：00～16：00 トークイベント(ラジオ公開録音) 
   出演者：近藤 民代氏(神戸大学大学院工学研究科) 
         三上 公也氏(ラジオ関西アナウンサー) 
         小川 真由氏(ラジオ大阪アナウンサー) 
         森谷 威夫氏(KBS京都アナウンサー) 
 

所こうべまちづくり会館2階ホール(神戸市中央区元町通4-2-14) 
定70名(多数の場合は抽選) 申・問神戸市すまいの安心支援センター 
“すまいるネット”(〒651-0096神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル 
4階 ☎ 078-222-0186 FAX078-222-0106 HPhttp://www. 
smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/ )、氏名(※複数名参加の 
際は全員の氏名)、住所、電話番号を明記のうえ、電話、FAX、ハガキ、 
HPにて。締切：11月30日(日)必着(定員まで余裕があれば、締切 
後も先着順で受け付けます) 

12月17日(水) 
 

京町家再生セミナー 
『木を知る：京町家、耐震改修の最前線』 
 

京町家は、一般の住宅と違って揺れることで地震の力を吸収します。 
その違いを、実物大の京町家の振動実験映像で学び、京町家に適し
た耐震改修方法について考えます。 
また、実際の耐震改修物件をもとに、耐震診断の留意点、耐震化の効
果、工事費、工事期間、耐震改修工事と一緒にするとお得な工事など
もご紹介します。 (協力：京安心すまいセンター) 
講師：奥田 辰雄氏(一級建築士事務所木四郎建築設計室) 
 

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) 時19:00～21:00 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.html)、セミナー名、氏名(ふりがな ※複数名参加の
際は全員の氏名)、電話番号を明記のうえ、電話、FAX、メールフォー
ムにて。締切：12月14日(日) 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 

へ 



 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  
 

  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 

■ 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。     

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 

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 

耐震と省エネのリフォームの補助制度がリニューアル！ 

11月17日から、どんな風に変わったんですか？ 

❶ 工事メニューごとの補助限度額や、対象となる 
工事要件を見直しました！ 
それにより更に使いやすく、よりお得になっています！ 
❷ 施工業者の要件を見直しました！ 
今まで「元請負人が市内業者である」こととしていまし 
たが、「下請負人が市内業者」である場合も利用できる
ようになりました！ 

今度リフォームをするから使ってみたいけど、 
その条件にあてはまるかしら？ 

ご相談だけでも大丈夫です。 

京(みやこ)安心すまいセンター 
☎075-744-1631 にお電話ください！ 

ホームページもチェックしてくださいね♪ 


