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◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ図書

「クリスマス・お正月」12月中、
「防災を考える」 1 月中
特設コーナー

「人権月間関連図書」12月中
おたのしみ会
12月20日（土）10時30分～
赤ちゃん絵本の会
1 月 9 日（金）10時30分～
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書

「日本の食文化」12月中、
「はじめての○○」 1 月中
人権月間関連図書コーナー12月中
赤ちゃん絵本の会 1 月 9 日（金）11時～
特別おたのしみ会（お母さんへの贈り物）
日時12月20日（土）14時～　
場所同図書館絵本コーナー
内容ブックトーク、ピアノ独奏、
絵本「ちいさなあなたへ」朗読
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 場　所
12/18
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

12/19
（金）

10時～10時40分 ローソン淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校
◆コミュニティプラザ深草図書館 
クリスマスお楽しみ会
日時12月20日（土）14時～15時
場所深草小学校内 同図書館
内容大型紙芝居、大型絵本の読み聞かせ、
工作等
対象深草・藤森中学校区在住の方
費用無料
申込み不要
問合せ同図書館（☎645-3383）

各図書館の年末年始のお休み
○向島・醍醐・久我のもり：
　12月29日（月）～ 1月 4日（日）
○コミュニティプラザ深草：
　12月29日（月）～ 1月 3日（土）

工業統計調査を実施します
　この調査は、製造業を営む事業所を対
象として、平成26年12月31日現在の、わ
が国の工業の実態を明らかにするために
行うもので、その結果は国や地方自治体
の産業振興計画などの基礎資料とするほ
か一般にも広く利用されています。12月
中旬から 1 月にかけて該当する事業所に
調査員が伺いますので、調査票へのご記
入をお願いします。
問合せ地域力推進室統計担当（◯伏☎611-1295）
市情報化推進室情報統計担当（☎222-3216）

乳がん検診
実施時期 1 月中旬～ 3 月下旬
内容医師の診察とマンモグラフィー

（39歳以下の方は乳房超音波断層撮影）
対象市内在住で平成27年12月31日現在、
30歳以上で偶数年齢の女性（職場等で受
診できる方は除く。）※隔年受診
費用1,300円（免除制度あり）
申込み保健センターニュースとともに配
布されるはがき、又は区役所・支所備え
付けのはがきで12月24日（水／当日消印
有効）までに京都予防医学センターへ送
付　※詳細は後日連絡
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）
食育セミナー「元気なお口で楽しい食事♪」
～健

けんこう

口クッキング～
　元気に生きるためには
食べ物をしっかり噛んで
食べることが大切です！
お口の健康について、考
えてみませんか？
日時・場所
①伏見保健センター： 2 月13日（金）
②同センター深草支所： 2 月 6 日（金）
③同センター醍醐支所： 1 月21日（水）
いずれも栄養指導室で10時30分～13時
定員①24名②③各20名（いずれも申込先
着順）
内容講話「お口の健康について」保健セン
ター歯科衛生士
調理実習「カルシウムたっぷりクッキン
グ」保健センター管理栄養士
＊①～③は同じ内容ですので、いずれか
でお申し込みください。
持ち物エプロン・三角巾・手ふきタオル
費用500円
申込み・問合せ 1 月 9 日（金） 8 時30分か
ら電話で受付
①健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）
②健康づくり推進室（◯深☎642-3876）
③健康づくり推進室（◯醍 ☎571-6747）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば

「人権啓発絵画ポスター展」開催中～12月
25日（木）、「向島中学校児童作品展」 1 月
10日（土）～29日（木）
特設コーナー

「人権月間・お料理」12月中、
「ベストセラー本」 1 月中
絵本展示コーナー

「クリスマス」12月中、「冬」 1 月中
おたのしみ会
1 月17日（土）11時～
赤ちゃん絵本の読み聞かせの会
1 月16日（金）11時～

無料相談
法律相談 弁護士による無料相談
日時12月17日、24日、 1 月 7 日、14日

（いずれも水曜日）
13時15分～15時45分（ 1 人15分程度）
場所区役所・支所
定員区役所15名、支所各 7 名（先着順）
整理券は区役所・支所にて当日 9 時

（醍醐支所 8 時30分）から配付
行政相談 行政相談委員による無料相談
日時12月16日（火）13時30分～15時30分

（醍醐寺理性院は13時～14時30分）
場所区役所・深草支所・醍醐寺理性院
問合せ地域力推進室

（◯伏☎611-1144◯深☎642-3203◯醍 ☎571-6135）

国民健康保険・後期高齢者医療制度・
国民年金・介護保険の保険料の納付
額は、確定申告及び年末調整のとき
に所得金額から控除されます。

　ご自身や生計を一にする配偶者その他
の親族の方の国民健康保険、後期高齢者
医療制度、国民年金（※）及び介護保険の
保険料を納付されると、その金額は所得
税や住民税の社会保険料控除として所得
金額から差し引くことができます（口座
振替の場合は、振替口座の名義人の方が、
特別徴収の場合は、徴収されたご本人が
納付されたことになります。）。納め忘れ
がないか今一度ご確認ください。
問合せ国民健康保険、後期高齢者医療制
度／保険年金課資格担当（◯伏☎611-1864
◯深☎642-3809◯醍 ☎571-6568）
介護保険／福祉介護課介護保険担当

（◯伏☎611-2278◯深☎642-3603◯醍 ☎571-6471）
※国民年金に関するお問い合わせは、京
都南年金事務所（伏見区所管☎644-1165）
まで

70歳未満の方の高額療養費の
自己負担限度額について

　平成27年 1 月から、70歳未満の方の高
額療養費の自己負担限度額区分が細分化
されます。詳細については、保険年金課
までお問い合わせいただくか、お送りし
ている国保ガイドをご覧ください。
　また、現在、限度額適用認定証又は限
度額適用・標準負担額減額認定証の交付
を受けている方については、12月中に新
しい区分の認定証をお送りします。
問合せ保険年金課保険給付・年金担当

（◯伏☎611-1875◯深☎642-3826◯醍 ☎571-6529）

国民健康保険料の夜間納付相談
日時12月18日（木）17時～19時30分
場所区役所・支所保険年金課

問合せ保険年金課徴収推進担当
（◯伏☎611-1871◯深☎642-3813◯醍 ☎571-6568）

①特別障害者手当②障害児福祉手当
③外国籍市民重度障害者特別給付金について

　市では、重度障害のある方に対する手
当を支給しています。申請要。いずれも
原則年間 4 回の支払（所得状況により支
給制限あり）
対象者①常時特別の介護を必要とする20
歳以上の在宅の重度障害者
②常時の介護を必要とする20歳未満の在
宅及び入院中の重度障害児
③旧国民年金法の国籍条項により障害基
礎年金を受給することができない重度障
害を有する本市在住の外国籍市民
問合せ 支 援 課（◯伏 ☎611-2392◯醍 ☎571-
6372）支援保護課（◯深☎642-3574）

「子育て今昔物語」～子育て講演会～
日時 1 月27日（火）10時～12時
場所伏見区総合庁舎 1 階ホール
内容昔々の子育て
と、今時の子育て・
孫育て。みんなで
子 育 て を 知 り ま
しょう。
講師藤井真智子氏（NPOエガリテ大手前）
申込み不要　費用無料　
＊保育体制あり（希望者は事前にお問い
合わせください。）
問合せ子ども支援センター（◯伏☎611-2377）

市深草・醍醐地域介護予防推進センターの催し
認知症予防脳トレーニング教室
　認知症にならないために何をすればよ
いかを学ぶ教室です。ぜひご参加ください。
日時・場所 ①深草会場：まちかど相談ス
ポット・中部（深草西浦町 5 丁目15）
1 月 9 日、30日、 2 月13日、27日、
3 月13日、27日（全 6 回、金曜日）
Aグループ（初参加の方）
　　　　   ： 9 時30分～10時30分
Bグループ：10時45分～11時45分
②醍醐会場：醍醐老人福祉センター
1 月19日、26日、 2 月 9 日、23日、
3 月 9 日、23日（全 6 回、月曜日）
Aグループ（初参加の方）
　　　　   ：13時30分～14時30分
Bグループ：14時45分～15時45分

【①②共通】
定員各10名（申込先着順）　
対象 介護保険サービスを利用されていな
い65歳以上の方
費用無料
申込み ①12月15日（月）から同センター
で電話又は来所にて受付②12月25日（木）
14時から醍醐老人福祉センターで来所に
て受付
問合せ同センター（☎641-2543）

【平成26年11月₁日現在の推計】人口　281,253人（男　134,575人　女　146,678人）　世帯数　127,178世帯
【平成26年10月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 184人　死亡 230人　転入 1,149人　転出 1,001人

火災 ₅件（前年同月差 ＋₂件）　救急出動 1,304件（前年同月差 －₁件）
交通事故（速報値集計数）発生 88件　死者 ₀人　負傷者 101人

放火と疑われる火災が発生しています。放火防止対策の徹底を！

10月中
の件数数字でみる

伏見区

お知らせ 伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

記号の見方
＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜21時。年中無休。  ☎661-3755   FAX661-5855   （パソコン）http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html    （携帯電話）http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）日商社（☎ 211-3571）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


