
シニア向けおたのしみ会12月3日（木）
10時30分:1階老人保養センター内
赤ちゃん絵本の会12月4日（金）10時30分
◆久我のもり図書館 ☎934-2306
テーマ図書「インターネットの世界」11
月中、「真田幸村とその時代」「人権月間
関連図書コーナー」12月中
おたのしみ会11月28日（土）15時
赤ちゃん絵本の会12月11日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

11
月

19日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～正午 納所小学校

20日
（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

イベントイベント
醍醐いきいき市民活動センターの
催し

1.クリスマスリース作りdeほのぼのタ
イム
　お花等をアレンジして
クリスマスリースを作り
ます。
日時 12月10日（木）10時
～正午
場所醍醐いきいき市民活動センター　会
議室1
対象・定員未就園児と保護者5組・一般の
方5名（申込先着順）
申込み同センターへ電話で
2.醍醐いきいきフェスタ2015
　醍醐いきセンをご利用のサークルの皆
様による舞台発表
と、学生や市民の方
による手作りコー
ナー等。
日時 12月19日（土）
13時～ 16時30分
場所パセオ・ダイゴロー西館2階アトリウ
ム
対象どなたでも
申込み不要

【1.2共通】
費用無料
問合せ同センター（☎571-0035）
伏見青少年活動センターの催し 
手づくり市　祝4周年

　出店者は主に青少年で、作品を通して
人々との交流を楽しみ、新しい出会いや
つながりを広げていくことを目的として
います。お気軽にお越しください。
日時 12月13日（日）11時～ 16時
※次回3月13日（日）開催予定
場所同センター
内容 手づくり作品の展示販売、カフェ
ブースや創作体験ブース等
費用入場無料（カフェ等一部有料）
申込み不要
問合せ同センター（☎611-4910）

　該当者には「高額療養費支給申請につ
いて（お知らせ）」をお送りしています。
支給に際しては、初回のみ申請が必要と
なります。必要書類を添えてお早めに申
請してください。
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）

戦没者遺族相談員
　国から委託を受けている相談員が、戦
没者遺族の年金等に関する相談に応じ、
必要な助言等を行います（実施に当たっ
ては、個人情報を厳守します）。
相談員宮本 昌 氏　電話番号611-1779
問合せ福祉介護課（◯伏 ☎611-2268
◯深 ☎642-3493◯醍 ☎571-6144）
歳末特別生活相談及び 
特別生活資金貸付

　疾病、不測の事故等で一時的に年越し
の生活に困っておられる世帯に対し生活
相談を行い、必要と認められる場合は歳
末特別生活資金の貸付けを行います。
日時①相談日12月9日（水）～ 15日（火）
　（土日除く）9時～ 11時30分、13時～
15時②貸付日12月24日（木）
貸付内容 1人当たり3万円を目安として1
世帯15万円まで。担保、保証人は不要、
無利子。償還は、2年以内（原則均等月
賦。据置期間有）
＊次の世帯には貸付できません
○ ボーナス等の臨時収入がある又は他の

共済制度等による貸付けが受けられる
○生活保護を受けている
○ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法
律」等に規定の支援給付を受けている

○ 以前に夏季又は歳末でこの資金の貸付
けを受け、償還が完了していない

○償還能力に欠けると認められる世帯
○ 市暴力団排除条例に規定する暴力団員

等及び暴力団密接関係者の属する世帯
申込み健康保険証（世帯員全員分）等、住
所と家族構成が分かるものと印鑑（朱肉
で押すもの）をお持ちの上、相談日にお
住まいの区役所・支所の相談会場へ
問合せ福祉介護課（◯伏 ☎611-2268
◯深 ☎642-3493◯醍 ☎571-6199）
第29回 深草ふれあいらんどで
あっそぼ!! ～地域子育て支援 
ステーション事業～

　赤ちゃんから幼児、保護者まで楽しめ
る様々な遊びのコーナーや、劇等の催し
が盛りだくさん!深草地域の子育てを応
援するたくさんのスタッフがお待ちして
います。ぜひ、遊びにお越しください!
日時 11月27日（金）10時～ 11時30分
場所深草総合庁舎4階
※混雑が予想されますので、車でのご来
場はご遠慮ください。
費用無料
申込み不要
問合せ 支援保護課深草子ども支援セン

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。
日時 11月26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 12月10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）

平成27年分年末調整 
（給与支払報告書等作成）説明会
　平成27年分の年末調整の方法や、平
成27年中に支払われた給与にかかる給
与支払報告書（源泉徴収票）等の住民税や
所得税の法定調書の作成と提出の方法に
ついて説明会を行います。
日時・場所 ①11月19日（ 木 ）13時30分 ～
15時30分:市生涯学習総合センター山科

（アスニー山科）②11月26日（木）14時～
16時:市呉竹文化センター
問合せ①東山税務署（☎561-1131）、
②伏見税務署（☎641-5111）、
市税事務所特別徴収担当（☎213-5246）

新しい国民健康保険証は 
届きましたか?

　現在、新しい保険証（薄茶色）を簡易書
留郵便等によりお届けしています。配達
時に不在の場合は、郵便局の保管期間内
に再配達を依頼されるか、郵便局窓口で
お受け取りください。郵便局の保管期間
を経過した場合は保険年金課でお受け取
りください。なお、古い保険証（薄みど
り色）は、12月1日（火）から使用できませ
ん。以降に新しい保険証を提示せずに受
診した場合は、一旦、医療機関等の窓口
で医療費全額を支払わなければなりませ
んのでご注意ください。
問合せ保険年金課資格担当

（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）
国民健康保険料の夜間納付相談

日時 11月17日、24日（いずれも火曜日）
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）
後期高齢者医療の高額療養費の 
支給申請はお済みですか?

　医療機関等で支払った一部負担金が自
己負担限度額を超えた場合には、超えた
額が高額療養費として支給されます。

ター（◯深 ☎642-3579）

市深草・醍醐地域介護予防推進 
センターの催し 
お料理で介護予防!!簡単おせち料理

　手先を動かして
認知症予防と栄養
バランスも考えま
しょう!エコでおい
しいおせち作りに
挑戦してみません
か!?
日時 12月9日（水）9時30分～正午
場所京エコロジーセンター
定員 12名（申込先着順）
費用 800円
持ち物エプロン・三角巾・タオル
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 11月16日（月）8時30分から
電話又はFAXで

（☎641-2543 FAX642-5154）

有害・危険ごみ等の 
移動式拠点回収

　有害・危険ごみ（石油
類や薬品等）、資源物

（紙パック等）を回収し
ます。回収品目等の詳
細については、問合せ先に置いてあるチ
ラシ又は市ホームページをご覧ください。
日時・場所 11月28日（土）
①竹田小学校:9時30分～ 11時30分
②向島二の丸小学校:13時30分～ 15時
30分
問合せまち美化事務所（◯伏 ☎601-7161）
エコまちステーション（◯伏 ☎366-0196）

◆向島図書館 ☎622-7001
えのひろば「向島二の丸小学校」11月14
日（土）～ 26日（木）、「人権啓発ポスター
展」11月28日（土）～ 12月24日（木）
特設コーナー「古典の日」「旅に出よう」
11月中、「人権」「お料理」12月中
絵本展示コーナー「秋」11月中、「クリス
マス」12月中
おたのしみ会12月5日（土）11時
赤ちゃん絵本の会12月11日（金）11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書

「アートな世界」11月中、
「クリスマス・お正月」
12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11月28日（土）10時30分

お知らせ
【平成27年9月1日現在の推計】人口 280,880人（男 134,355人　女 146,525人）　世帯数 128,119世帯
※平成27年10月1日現在で国勢調査が実施されたため、上記以降の推計人口は28年2月以降に公表します。

【平成27年9月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 203人　死亡 214人　転入 960人　転出 1,097人

火災 4件（前年同月差 -1件）　救急出動 1,314件（前年同月差 ＋58件）
交通事故（速報値集計数）発生 67件　死者 0人　負傷者 74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。

9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/

記号の見方

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第239号　　平成27年11月15日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。


