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経済特集インデックス
この人に聞く
京滋企業トップに聞く
キラ星
しがBiz
京滋経済この１年
ＭｙウェイＭｙライフ
新湖国けいざい
ルポ・京滋のものづくり
ベンチャーＧＯ ＧＯ！
京滋企業の機構改革・人事

広告連動企画

第43回「お話を絵にする」コンクール
京都の頼れる専門家をご紹介！
京都の病院
不動産検索サイト「住まい」
第40回教養図書案内
京料理味めぐりの会

京都新聞社の事業

第43回中信杯全京都学童軟式野球春季大会
第57回京都王将戦・第2回二段獲得戦ほか
第27回京都私立中学・高校展
第45回中信杯全京都学童軟式野球選手権
セレマカップ第46回京都少年サッカー選手権
2013京都女性スポーツフェスティバル
皇后盃 第32回全国女子駅伝

キャンペーン

きょうと文化発信　ソフィア
HAPPY NEWS 2013キャンペーン

検 索

医師や料理人が学童に出張授業
住友生命が保育支援

印刷用画面を開く

　試験的に行われた「出張授業」で、心臓外
科医の尾頭厚さんの模擬手術を見つめる児
童＝３月１３日、横浜市立茅ケ崎小学校

【 2014年04月12日 18時00分 】0 ツイートツイート 0 0 3いいね！いいね！

ニュース写真

１００円商店街盛況　長岡京で初イベント
地元企業の中間決算　オンリー
地元企業の中間決算　トーセ
売上高４ヵ月連続増　王将、客足伸び続く
工場立地数が４割増　滋賀県内、太陽光発電増で
肌に環境に優しい一着　「ナデル」京都にオープン
漆器ぐいのみで日本酒を　京都・乾杯条例でＰＲ

ファストリ、英国のキャス買収か 買収価格４００億円超
４６０頭が豚流行性下痢か 愛知で１６例目
ユーロ高進行で追加緩和の可能性 欧州中銀総裁、デフレ懸念
ＩＭＦＣ「世界経済回復は脆弱」 「地政学的緊張」を懸念
山形、豚流行性下痢と確定 ８５頭死ぬ
医師や料理人が学童に出張授業 住友生命が保育支援
青森で４９７頭が豚流行性下痢か 発生３例目

大阪、パトカーはね歩行者死亡 バイ...
愛知・岡崎、親子３人相次ぎ死亡 自...

政治・社会
鳥取市長に深沢氏初当選
無所属３新人の争い制す

　任期満了に伴う鳥取市長選は１３日投開票
され、無所属新人の前副市長深沢義彦氏
（６１）が、..... [ 記事へ ]

Ｒソックス上原はボストンで検査 右...
サッカー、細貝がフル出場 ドイツ１...

スポーツ
ロイヤルズの青木は無安打１打点
ツインズ戦

　ロイヤルズの青木は１３日、ミネ
アポリスでのツインズ戦に「１番・
右翼」で出場し、３打数無..... [ 記事

へ ]

京都市動物園がゴリラの即席ラーメン
ブロガーの力を観光に生かせ　京都...

観光・社寺
「義経号、動いたよ」
大阪、子どもら引いて出発式

　６日に閉館した大阪市港区の交通
科学博物館で１３日、展示車両の
引っ越しが始まった。先陣を..... [ 記
事へ ]

京都府北部振興・連携へ拠点　京都...
高島市教委、３小学校の統廃合決定

教育・大学
「森考古学」情熱の軌跡　同大、土器やノート
など展示

　昨年８月に８５歳で亡くなった同
志社大名誉教授で考古学者森浩一さ
んの軌跡をたどる展覧会「..... [ 記事
へ ]

　住友生命保険は、第一線で活躍する医師や料理人らが学
童保育の先生役となる「出張授業」を６月から始める。希
望する団体を４月１４日～５月３１日に公募し、１０団体
を選んで授業する。

　利用する児童が増え続けている学童保育の運営を支援す
る。出張授業のほか、学童保育の指導員向けに小学生の成
長過程などをまとめた冊子を配布する。こうした取り組み
を「スミセイアフタースクールプロジェクト」と名付け
た。

　先生役を務めるのは、心臓外科医の尾頭厚さんや料理人
の四分一勝さん、スラックライン（綱渡り）の第一人者である福田恭巳さん。(共同通信)

京都市内で2階建新築一戸建住宅が1600万円台～。センチュリーシティーシリーズ

地域の経済ニュース

全国の経済ニュース

■京都新聞・不動産検索サイト「住まい」、売買や賃貸情報を掲載
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子どもの死、４％が予防可能 ５歳未...
理研改革委、提言は緊急策に限定 組...

環境・科学
アルツハイマー病マウスを開発
理研、患者に似た症状

　アルツハイマー病患者に似た症状
を示すマウスの開発に成功したと、
理化学研究所脳科学総合研..... [ 記事
へ ]

１３年の世界の軍事費１・９％減 欧...
米のユダヤ関連施設で３人銃殺 カン...

国際
タイ正月で反政府デモ休止
新年祝い水掛け祭り

　【バンコク共同】政治混乱が続く
タイで１３日、仏教暦の正月を祝う
「ソンクラーン」が始まっ..... [ 記事
へ ]

京都のイベント情報 今日の運勢 | 交通取り締まり | 携帯カメラでパシャッＰ～!
京都新聞社 京都市内 丹後・中丹 丹波 洛西 山城 滋賀県内

京都新聞社のイベント

セレマカップ 第47回京都少年サッカー選手権大会　(2014年04月13日 掲載)
「セレマカップ第47回京都少年サッカー選手権大会(U-12リーグ)」を開催します。ご声援ください。...

AQUASOCIALFES!!Presents鴨川クリーンプロジェクト 　(2014年04月13日 掲載)
千年の都を流れる1級河川・鴨川の美化を継続して行っていくことを目的に、五条大橋から丸太町...

第31回　滋賀県リレーカーニバル 　(2014年04月13日 掲載)
トラックシーズン開幕を告げる、第31回滋賀県リレーカーニバル陸上競技大会を開催します。ご声援く...

Disney・PIXAR　カーズグランプリツアー　(2014年04月10日 掲載)
「カーズ」=写真=は2006年の公開以来、人気はいまだ衰えを知りません。人生で大切なことはそ...

渡辺真知子と京フィル・コンサート　(2014年04月09日 掲載)
シンガー・ソングライター渡辺真知子=写真=と京都フィルハーモニー室内合奏団によるポップス...

取材ノートから

【2014年4月9日】
人口減少、議論本格
化　危機感共有社会
全体で

【2014年4月2日】
八幡市に公設塾開設
　公教育の課題、十
分検証を

【2014年3月26
日】

脱法ドラッグへ3提
言　依存の病気、怖
さ認識を

【2014年3月19
日】

原発再稼働と経済界
　市民との溝、埋め
る努力を

【2014年3月12
日】

模索続く「震災教
育」　風化させない
仕組みを
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