
～ SUZUMI」6月中、「環境月間関連図
書」6月中
おたのしみ会5月23日（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会6月5日（金）10時30分
◆久我のもり図書館 ☎934-2306
テーマ図書｢自転車に乗って｣5月中、｢女
性の活躍/輝く女性｣6月中
憲法月間関連図書コーナー 5月中
環境月間関連図書コーナー 6月中
おたのしみ会5月23日（土）15時
赤ちゃん絵本の会6月12日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

5/15
（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
5/28
（木）

10時～ 10時50分 桃山南小学校
11時30分～ 12時 納所小学校

東部文化会館からのお知らせ
①「第4回市民創造ステージ・イースト」
出演者募集
　山科区及び伏見区醍醐地域を拠点に音
楽・舞踊・演劇等の舞台芸術活動を行って
いるサークル、団体又は個人を対象に活
動成果発表の場として提供します。
日時 8月23日（日）13時～ 16時30分（12
時30分開場）
場所市東部文化会館ホール
定員 10団体程度
費用 1団体につき10,000円
申込み 5月1日（金）から同会館で配布の
申込用紙に必要事項を記入のうえ、 5 月
31日（日）までに提出。（申込み多数の場
合、演出内容を考慮の上選考）
②「第11回コーラスフェスティバルin山
科・醍醐」の出演団体を募集
　山科区及び伏見区醍醐地域を拠点に活
動を行うコーラス団体を募集します。
日時 10月25日（日）13時～ 17時（12時30
分開場）
定員 12団体程度
費用 1 名につき1,000円
申込み 5 月15日（金）から同会館で配布
の申込書に必要事項を記入のうえ、 5 月
31日（日）までに同会館事務所へ提出。

（申込多数の場合は抽選）
①②問合せ同会館（☎502-1012）
京セラ美術館 伏見歴史展 

「輝ける伏見 鳥羽離宮と平安の栄華」
　古代から中世の伏見が輝いた時代を、
鳥羽離宮にまつわる文物約60点の展示
で紹介。ぜひ、お越しください。
日時 5月28日（木）～ 6月27日（土）
10時～ 17時（入館は閉館の30分前まで）
場所同館（京セラ株式会社本社1階）
費用入場無料
問合せ 京セラ株式会社文化施設部（☎
604-3518）

イベント・その他イベント・その他

都産業会館8階）
対象戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉
妹及び三親等以内の祭祀者で1年以上戦
没者と生計を共にされた方
申込み 5月18日（月）～ 25日（月）にお住
いの地域の区役所・支所福祉介護課へ
問合せ 福祉介護課（◯伏 ☎611-2268◯深 ☎
642-3493◯醍 ☎571-6144）
市深草・醍醐 
地域介護予防推進センターの催し

認知症予防のための脳トレーニング教室
　認知症を正しく知り、予防や認知症の
方への関わり方について学ぶ教室です。
関心のある方は、ぜひ、ご参加くださ
い。
日時 5月18日、6月1日、15日、29日、7
月6日（全5回 月曜日）：10時30分～ 11時
30分
場所高齢者ふれあいサロン（醍醐いきい
き市民活動センター横）
定員 15名（先着順）
費用無料
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
申込み・問合せ 5月11日（月）から電話で同
センターへ（☎641-2543）

献血にご協力を
日　時 場　所

6月12日
（金）

10時～ 12時 二の丸北小学校
14時～ 16時 京都老人ホーム

6月16日
（火） 14時～ 16時 京都南西病院

問合せ健康づくり推進課（◯伏 ☎611-1161）

胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診
日　時 場　所

5月

21日（木） 竹田小学校
25日（月） 向島南小学校
28日（木） 砂川小学校29日（金）

6月

1日（月） 桃山南小学校
4日（木） 醍醐小学校
8日（月） 桃山小学校
11日（木） 美豆小学校
15日（月） 横大路小学校

※車でのご来場はお断りします。
受付 14時～ 15時30分
対象結核検診：15歳以上、肺がん・大腸が
ん検診：40歳以上
費用胸部検診は無料、喀痰検査は1,000
円、大腸がん検診は300円
問合せ 健康づくり推進課成人保健・医療
担当（◯伏 ☎611-1162）
美ママ☆になろう!! ～子育て中の
ママにおすすめの｢健診｣です～

①青年期健診を受けよう
日時 7月2日（木）、16日（木）の
いずれか8時30分～ 10時30分
②女性が気をつけたい病気っ
て?乳がんについて知ろう

子どもと楽しく運動しよう≪運動≫

お気軽にご相談ください
行政書士による市民無料相談

～奇数月の第4木曜日に開設～
　相続遺言、公正証書、交通事故、医
療・福祉、内容証明、後見制度、在留許
可等、お気軽にご相談ください。
日時 5月28日（木）14時～ 16時
場所伏見区総合庁舎4階第5会議室
問合せ 京都府行政書士会第6支部事務局
伏見分室（☎575-2808）
司法書士による 
登記・法律無料相談

～偶数月の第2木曜日に開設～
日時 6月11日（木）
13時15分～ 15時45分（1人最大30分）
場所・定員 区役所8名、支所各4名（先着
順、予約可※予約は問合せ先まで）
問合せ京都司法書士会（☎255-2566）

外国人登録証明書をお持ちの特別
永住者の方へ

　特別永住者証明書への更新を行ってい
ない方は「外国人登録証明書」に記載され
ている次回確認（切替）申請期間の日付ま
でにお住まいの区役所、支所の市民窓口
課又は出張所の窓口で更新のお手続きを
してください。
　なお、記載されている日付が本年の7
月8日（水）までの方については、本年の
7月8日（水）までに更新が必要ですので、
お忘れなくお手続きをお願いします。必
要書類等は、事前にお問い合わせくださ
い。
※特別永住者以外の外国人住民の方は、
大阪入国管理局京都出張所窓口での手続
きとなります。詳しくは、同窓口（☎752-
5997）に直接お尋ねください。
問合せ 市民窓口課（◯伏 ☎611-1410◯深 ☎
642-3328◯醍 ☎571-6336）

平成27年度分の市・府民税の証明は 
6月1日（月）から

　平成27年度分市・府民税の課税証明
書、所得証明書及び納税証明書は6月1
日（月）から交付します。
　請求される際には、本人確認書類（運
転免許証、パスポート、年金手帳等）を
ご持参ください。
問合せ 市民窓口課（◯伏 ☎611-1410◯深 ☎
642-3329◯醍 ☎571-6336）

市戦没者追悼式
　市では、市民の方々とともに、先の大
戦で犠牲になられた方々を心から追悼
し、その尊い犠牲を無にすることがない
よう世界の恒久平和を願い、戦没者追悼
式を行います。
日時 6月18日（木）14時～ 15時

（受付13時15分～）
場所シルクホール（下京区四条室町角京

日時 7月24日（金）13時30分～ 15時30分
③健診の結果返し、子どもの応急手当て
日時 7月28日（火）13時30分～ 15時30分

【①②③共通】
場所醍醐総合庁舎3階　
対象今年度18歳～ 39歳になる女性で醍
醐支所管内にお住まいの方で、①②③と
も参加可能な方。
定員 20名（先着順）
費用①のみ500円（減免制度あり）
持ち物 タオル・飲み物、お子様との外出
時に持っていく物（おむつ、おもちゃ等）
服装②は運動実技のため動きやすい服装
申込み 6月1日（月）より電話又は来所に
て受付
問合せ健康づくり推進室（◯醍 ☎571-6748）
やめたいあなたへの禁煙教室

この機会にタバコにさよならし
ませんか?
テーマ：これであなたも禁煙成
功! ～知って得する禁煙のコツ～
日時①7月3日（金）②7月17日（金）
13時30分～ 15時30分（受付13時～）
内容①｢禁煙外来医師による講話｣
②｢吸いたくなった時の対処法｣
場所伏見区総合庁舎2階保健セ
ンター講堂
対象①②とも参加できる区民の方
定員 30名（応募者多数の場合は抽選）
申込み 6月22日（月）17時までに電話にて
受付
問合せ健康づくり推進課（◯伏 ☎611-1162）
伏見医師会市民公開講座開催 
認知症と共にいきる 
～すこやかにいきるために2015 ～

日時 6月6日（土）14時～16時（受付13時～）
場所市呉竹文化センター
内容鼎

ていだん

談 ｢認知症の本人の想い、家族の
想い」講師森俊夫先生（府立洛南病院副院
長）パネルディスカッション｢認知症にな
ってもこのまちで暮らし続けるために｣
定員 600名（先着順）
費用無料
問合せ 伏見医師会（☎641-3675/6月5日

（金）まで）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば ｢向島小学校児童作品展｣ 5月
16日（土）～ 28日（木）、｢向島幼稚園児
童作品展｣5月30日（土）～ 6月11日（木）、

「二の丸北小学校児童作品展」6月13日
（土）～ 25日（木）
特設コーナー ｢憲法月間｣ ｢暮らしに役立
つ本｣5月中、｢環境月間｣｢地球環境｣6月中
絵本展示コーナー ｢のりもの｣ 5月中、

「動物｣6月中
おたのしみ会6月6日（土）11時
赤ちゃん絵本の会6月12日（金）11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書「-動物愛護週間-動物大好き」
5月中、「憲法月間関連図書」5月中、「涼

お知らせ
【平成27年4月1日現在の推計】人口　280,096人（男 133,939人　女 146,157人）　世帯数 127,053世帯
【平成27年3月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 187人　死亡 256人　転入 2,282人　転出 2,667人

火災 5件（前年同月差 －7件）　救急出動 1,383件（前年同月差 44件）
交通事故（速報値集計数）発生 68件　死者 0人　負傷者 77人

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

3月中
の件数数字でみる

伏見区

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）

＝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/
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