
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 費用無料

①弁護士による京都市民法律相談
 日時 10月19日、26日、11月2日、9日（いず
れも水曜日）13時15分～ 15時15分（1組
20分以内）
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐支所
 定員 区役所12名・各支所6名(予約制）
 予約 相談日の週の月曜日から相談日当日
の8時30分～ 17時（相談日当日は14時45
分）までに、問合せ先へ来庁または電話で
（※閉庁日を除く）。

②行政相談委員による無料行政相談
 日時 10月18日（火）13時30分～ 15時30
分（醍醐寺理性院は13時～ 14時30分）
※毎月第3火曜日に開催
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐寺理性院
 上記①②に関する問合せ 地域力推進室まち
づくり推進担当（伏◯☎611-1144 深◯☎642-
3203 醍◯☎571-6135）

税

税に関する習字展
　伏見区租税教育推進協
議会では、区内の小学6
年生から、「税」に関する
習字を募集しました。各校の優秀作品を
展示します。
　ぜひ、ご来場のうえご覧ください。
 日時・場所 ①10月25日（火）～ 10月28日
（金）醍醐総合庁舎2階ロビー（醍醐地域内
の作品のみを展示）
②11月2日（水）～ 11月9日（水）（土日祝
除く）深草総合庁舎1階コミュニティホー
ル
③11月12日（土）～ 11月20日（日）伏見区
総合庁舎1階ロビー
※いずれも総合庁舎開庁時間内
 問合せ 伏見税務署総務課（☎641-5111）

11月・12月は税の滞納整理強化期間
　期間中は、昼間や平日に不在の方へ、
夜間・休日の納税催告等を行います。
　また、納付に進展がない滞納者に対し
ては、財産の差押えを行います。
　特別な事情で納付が困難な場合は、当
センターまで、ご相談ください。
 問合せ 税務センター（伏◯☎611-1737 深◯☎
642-3427 醍◯☎571-6318）

保険年金

新しい保険証の送付
　現在お持ちの保険証は、11月30日
（水）で有効期限が切れ、12月1日（木）以
降は使用できません。新しい保険証は、
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11月中に簡易書留郵便等によりお届けし
ますので、古い保険証は細かくきざんで
処分するか、当課へお返しください。
　新しい保険証が届きましたら①記載内
容に誤りはないか②他の保険に加入した
方や住所変更した方の届出を忘れていな
いかを確認してください。
 問合せ 保険年金課資格担当(伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

保険料の納付は必ず納期内に
　災害その他特別な事情もなく保険料を
滞納していると、有効期限を短縮した保
険証や、一旦医療費を全額支払う必要の
ある資格証明書の交付、財産の差押えを
行うことがあります。
　保険料の滞納がある場合は至急納付し
ていただくか、納付が困難な場合は、当
課までご相談ください。

休日相談会を開催！　 　
11月6日（日）10時～ 15時

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

福　祉

南部障害者地域生活支援センター
「ふかくさ」の事務所移転
　市では、障害のある方の日常生活の相
談や福祉サービスの利用援助等を行う
「障害者地域生活支援センター」を設置し
ています。10月11日（火）から、「ふかく
さ」の事務所が移転しました。
 移転先 撞

シュモク

木町1155-1伏見セ
ンター内
（☎641-2560、FAX642-3893）
 問合せ 市保健福祉局障害保
健福祉推進室（☎222-4161）

保　健

献血にご協力を
日 時 場 所

11月14日
（月）

10時～正午 羽束師小学校
（ふれあいサロン）

14時～ 16時 大島病院
※献血ルーム伏見大手筋（☎0120-731-
350）では、毎日実施（年末年始を除く）。
 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
検 診 日 場 所

10月 25日（火） 石田小学校
27日（木） 明親小学校

※車でのご来場はお断りします。
 受付時間 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

 問合せ 

 問合せ 

 移転先 

 問合せ 

 問合せ 

 受付時間 
 対象 

 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）

骨髄バンクにご登録を
～ 10月は骨髄バンク推進月間です～
　白血病等の血液難病患者さんにとって
骨髄移植は有効な治療法です。
　骨髄バンクへの登録は、18歳以上54歳
以下の健康な方で、体重が女性40㎏以
上、男性45㎏以上の方ならどなたでも可
能です。
　ぜひ、ドナー登録をお願いします。
 問合せ 日本骨髄バンク（☎0120-445-445）

健康長寿をめざそう！
旬野菜でバランス食クッキング
　野菜の旬を知っていますか？旬の野菜
を使ったバランス食を紹介します。
 場所・日時 ①伏見保健センター：12月1日
（木）②同センター醍醐支所：12月7日
（水）③同センター深草支所：12月13日
（火）時間はいずれも10時30分～ 13時
 内容 講話と調理実習（※同内容です。三
所いずれかでお申込みください。）
 持ち物 エプロン・三角巾・手ふきタオル
 対象 18歳以上の伏見区民
 定員 ①24名 ② ③ 各20名
（いずれも申込先着順）
 費用 500円
 申込み・問合せ 11月8日（火）8時30分から
電話で健康づくり推進課・室（①伏◯☎611-
1162②醍◯☎571-6747③深◯☎642-3876）へ

おとなのための
「健康で美しいお口づくり講座」
　「歯やお口の健康って大切…。でも話
を聞く機会が少ない。」この機会に歯科医
師・歯科衛生士に聞いてみてください。
 日時 11月24日（木）14時～ 15時30分（受
付：13時45分～）
 場所 伏見保健センター 2階講堂
 対象 18歳以上の伏見区民
 定員 30名（申込先着順）
 費用 無料
 申込み・問合せ 10月24日（月）
8時30分から電話で健康づ
くり推進課（伏◯☎611-1162）へ

受水槽の届出と検査を行いましょう
　有効容量が10㎥（10t）を超える受水槽
には、衛生管理のため、定期的な清掃や
点検・管理、年1回の登録検査機関による
法定検査が設置者に義務付けられていま
す。
　また、規模が小さくても受水槽を設置
された方は、所定の届出書により、当課
に届け出てください。様式は市ホームペ
ージからダウンロードできます。
京都市　飲用水・プール 検索

 問合せ 衛生課（伏◯☎611-1164）
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図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「秋の作品展（一般公
募）」10月1日（土）～ 10月24日（月）、
「向島二の丸小学校児童作品展」10月
29日（土）～ 11月10日（木）、「向島藤
の木小学校児童作品展」11月12日（土）
～ 11月24日（木）
◆テーマ図書 「京都の本」「読書週間推
薦図書」「たべもの」10月中、「古典の
日」「HOTな一時」「昔話」11月中
◆おたのしみ会11月5日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 11月11日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「おいしい食べ物」10月
中、「芸術にふれる」11月中
◆古典の日関連図書展示コーナー 11
月中
◆おたのしみ会 10月22日（土）10時
30分、11月3日（木・祝）10時30分、11
月5日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 11月11日（金）10
時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「モノづくり日本」「おい
しいものを食べよう」10月中、「大国
アメリカの行方」「おでかけ」11月中
◆おたのしみ会 10月22日（土）15時
◆読み聞かせ講座 11月5日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 11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

17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

18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

コミュニティプラザ深草図書館
地域子育て支援ステーション「ベビー
バンブークラブ」
 日時 11月12日（土）14時～ 15時
 場所 深草小学校内同図書館
 内容 絵本の読み聞かせ、手遊び等
 対象 深草中・藤森中学校区内の乳幼児
（0歳～ 3歳）と保護者
 費用 無料
 問合せ 同図書館
（☎645-3383）

日時
場所
内容
対象

費用
問合せ

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２５０号　　平成２８年１０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 186人 ■死亡 239人
▪転入 834人 ▪転出 948人

8月中の件数
▪火 災 6件（前年同月差±0件）▪救急出動 1,348件（前年同月差－14件）▪交通事故 発生72件 死者0人 負傷者76人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 279,907人

（男：134,045人 女：145,862人）▪世帯数 126,154世帯

※平成28年8月中

※平成28年9月1日現在


