
数字でみる伏見区

記号の見方 ○伏＝伏見区役所 ○深＝深草支所 ○醍＝醍醐支所

京都いつでもコール
8時～21時／年中無休

京都いつでもコール 検索

☎ 661-3755
℻ 661-5855 

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

区役所・支所

相　談
お気軽にご相談ください
※京都市民法律相談が10月から予約制に
なります！来庁または電話にて受付。
 問合せ 地域力推進室まちづくり推進担当
（伏◯☎611-1144 深◯☎642-3203 醍◯☎571-
6135）
行政書士による無料相談会
 日時 9月15日（木）14時～ 16時
 場所 伏見区総合庁舎4階第5会議室
 内容 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
 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・法律無料相談会
 日時 10月13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（当日先
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）

保険年金

国民健康保険（国保）加入の届出は
14日以内に
　職場の健康保険等に加入している方と
その被扶養者、生活保護受給者及び後期
高齢者医療の被保険者以外の方は、国保
に加入しなければいけません。
　次の①～④に該当したときは、14日以
内に当課へ届出をしてください。
　なお、届出が遅れた場合、保険料はさ
かのぼって（最長2年）納付いただきます。
その間の医療費等はやむを得ない理由が
ある場合を除き、全額自己負担となりま
す。詳細はお問い合わせください。
①他の市町村から転入したとき
②  退職等で職場の健康保険や国保組合を
やめたとき
③生活保護を受けなくなったとき
④国保の加入者に子どもが生まれたとき
10月から保険料の特別徴収が開始
される方へ
　10月から特別徴収（年金からの引落
し）により納付いただく方には、7月に開
始通知をお送りしています。口座振替を
ご希望の方は、お問い合わせください。
 問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1864 深◯☎
642-3809 醍◯☎571-6568）

福　祉

第3回福祉用具展示会in伏見
　伏見区介護サービス事業者連絡会では、
「①気軽に福祉用具にふれあう場を提供す
る。②安心・安全に福祉用具を利用してい
ただく。③福祉用具を身近に感じていた
だく。」をコンセプトに同展示会を開催し
ます。
　ぜひお越しください。
 日時 10月18日（火）10時30分～ 16時
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 場所 伏見区総合庁舎1階ホール
 展示品目 介護ロボット・歩行器・シルバー
カー・手すり・車いす・ベッド・床ずれ防止
用具・リフト・電動四輪・入浴用品・ポータ
ブルトイレ等
 費用 入場無料　 申込み 不要
 問合せ 福祉介護課（伏◯☎611-2279）
伏見地域介護予防推進センター
男性のための料理教室
　料理をあまりしたことがない男性の方
に向けた、電子レンジやIH調理器を使用
した簡単でおいしい料理を皆で作り、試
食できる教室です。
 日時・内容 ①11月1日「旬の魚を食べよう
～サバのアレンジメニュー～」②11月15
日「朝こそしっかりメニュー～お手軽卵
料理～」③11月29日「お昼におすすめ丼
～マヨネーズを味方に減塩～」（いずれも
火曜日）11時～ 12時30分
 場所 京都栄養士会館3階（深草西浦町
1-14-5）※階段の昇降が必要。駐車場はあ
りません。
 対象 伏見区在住の介護保険サービスを利
用されていない65歳以上の男性
 定員 8名（申込多数抽選）
 費用 各回500円
 申込み ①10月18日②11月1日③11月15
日（いずれも火曜日）までに同センターへ
（☎612-8156）
深草・醍醐地域介護予防推進セン
ター
1.わくわく脳トレーニング教室
 初参加の方のみ
①深草会場
 日時 10月14日、28日、11月11日、25日、
12月9日、16日（全6回、いずれも金曜日）
9時30分～ 10時30分
 場所 まちかど相談スポット・中部（深草西
浦町5丁目15番地）
 定員 15名（申込先着順）
 申込み 9月26日（月）8時30分から電話に
て同センターへ
②醍醐会場
 日時 10月17日、24日、11月14日、28日、
12月12日、26日（全6回、いずれも月曜
日）13時～ 14時
 場所 醍醐老人福祉センター
 定員 15名（申込多数抽選）
 申込み 10月7日（金）14時から来所にて醍
醐老人福祉センターへ
＜①②共通＞
 内容 認知症予防と認知症の方へのかかわ
り方等について、知っていただくための教室
 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
2.ボランティア養成講座
 日時 10月18日、11月1日、11月15日(全
3回、いずれも火曜日)14時～ 15時30分
 場所 まちかど相談スポット・中部（深草西
浦町5丁目15番地）
 内容 ボランティア活動についての講話や
サロン活動の紹介等
 定員 10名程度（申込先着順）
 費用 無料
 申込み 電話・FAXにて同センターへ
 上記1・2に関する問合せ 同センター（☎641-
2543、FAX642-5154）
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保　健

献血にご協力を
日 時 場 所

9月28日
（水）

10時～正午 深草総合庁舎
14時～ 16時 伏見稲荷大社参集殿

 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
【9月24日（土）～ 9月30日（金）は結核予
防週間です】

日 時 場 所

9月

20日（火） 日野小学校
21日（水） 伏見住吉小学校
26日（月） 深草総合庁舎27日（火）
28日（水） 小栗栖宮山小学校

10月

7日（金） 伏見区総合庁舎
11日（火） 藤ノ森小学校
13日（木） 向島藤の木小学校
14日（金） 醍醐総合庁舎17日（月）

※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：無料、喀痰検査:1,000円
大腸がん検診：300円
 問合せ 健康づくり推進課（伏◯☎611-1162）
第21回伏見区こころの健康を考える集
い～健康なこころは まず笑顔から～
 日時 9月30日（金）13時～ 15時30分（受
付12時30分～）
 場所 伏見区総合庁舎4階大・中会議室
 内容 社会復帰施設等の活動紹介・作品展
示・販売及び各団体の舞台発表・体験談発
表等。9月26日（月）～ 29日（木）まで同
庁舎1階ロビーにて、活動紹介等を展示。
 主催 伏見区こころの健康推進実行委員会
 費用 無料
 申込み 不要
 問合せ 健康づくり推進課（伏◯☎611-1163）
家族懇談会
 日時 10月31日（月）、11月16日（水）、11
月30日（水）いずれも13時30分～ 15時30
分（1回のみの参加も可）
 場所 醍醐総合庁舎3階保健センター内
 内容 講話、交流会
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 対象 醍醐管内にお住まいの方でこころの
病のある方のご家族
 費用 無料
 申込み 前日までに電話又は来庁にて
 問合せ 健康づくり推進室（醍◯☎571-6748）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「二の丸保育園児童作品
展」9月17日（土）～ 9月29日（木）・「秋
の作品展（一般公募）」10月1日（土）～
10月24日（月）
◆テーマ図書 「健康」「おでかけ」9月
中、「京都の本」「読書週間推薦図書」「た
べもの」10月中
◆おたのしみ会 10月1日（土）11時、
◆赤ちゃん絵本の会 10月14日（金）11時
醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「スポーツをはじめよ
う」9月中、「おいしい食べ物」10月中
◆クールスポット事業 おたのしみ会 
9月24日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 10月7日（金）10
時30分
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「マンガ・アニメ～クー
ルジャパン～」「どうぶつ」9月中、「モ
ノづくり日本」「おいしいものを食べよ
う」10月中
◆クールスポット事業 おたのしみ会 
9月24日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 10月14日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

10
月

20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

21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

 対象 

 費用 
 申込み 
 問合せ 

　天皇の代替りごとに行われた即位式と大嘗祭。本展では、その華
やかで清らかな儀礼の素晴らしさを実感することのできる優れた
品 （々「東山天皇即位図屏風」等）を選んで展示。現代まで受け継がれ
る高雅な宮廷文化の精華を感じとっていただけます。
　ぜひご覧ください。 入場無料
 場所・日時 京セラ美術館：9月10日（土）～ 11月13日（日）
10時～ 17時（最終入館16時30分）城南宮斎館：9月10日
（土）～ 10月23日（日）9時～ 16時30分（最終受付16時）
※開催期間中の休館日はありません。
 主催 近世京都の宮廷文化展覧会実行委員会
 問合せ 同委員会（☎343-0001㈱井筒企画内）

場所・日時

主催
問合せ

近世京都の宮廷文化～宮廷大礼文化の風景～

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２４９号　　平成２８年９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。

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）ホープ（☎778-5074）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

■出生 217人 ■死亡 195人
▪転入 894人 ▪転出 839人

7月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差±0件）▪救急出動 1,262件（前年同月差－120件）▪交通事故 発生89件 死者0人 負傷者106人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 280,080人

（男：134,117人 女：145,963人）▪世帯数 126,183世帯

※平成28年7月中

※平成28年8月1日現在


