
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 2月15日、22日、3月1日、8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 2月21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）

保険年金

国保の口座振替の手続きには「ペ
イジー口座振替受付サービス」が
便利です
　対象金融機関のキャッシュカードがあ
れば、簡単に口座振替の申込みができま
す（後期高齢者医療制度は対象外）。
 対象金融機関 京都銀行、京都信用金庫、
京都中央信用金庫、ゆうちょ銀行、滋賀
銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、
みずほ銀行
 申込みに必要なもの キャッシュカード（受
付時に暗証番号の
入力が必要）、国保
記号番号がわかる
もの（保険証、納入
通知書、領収書等）
 申込み・問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1864
深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

こんなときには届出を
　日本在住の国民年金の第1号被保険者
に該当する方で、加入の届出がまだの方
は、至急届出をしてください。
○20歳になったとき
○会社等を退職し、厚生年金保険の被保
険者資格を喪失したとき
○第3号被保険者が厚生年金保険の被保
険者の扶養からはずれたとき
 問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1875 深◯☎
642-3826 醍◯☎571-6529）
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福　祉

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の申込み
　戦没者等のご遺族で、平成27年4月1
日現在、公務扶助料や遺族年金等を受け
る方がいない場合に、遺族1人（戦没者等
との続柄等により優先順位有）に額面25
万円（5年償還）の国債が支給されます。
 申込先 福祉介護課の窓口
 問合せ 福祉介護課（伏◯☎611-2268 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6144）、府健康福祉部
福祉・援護課（☎414-4616）

児童扶養手当・特別児童扶養手当
①児童扶養手当
　離婚等で父又は母と生計を同じくして
いない児童を育てている家庭（ひとり親
家庭等）に対し、請求月の翌月分から支
給される手当です。（所得等の制限有り）
 対象 18歳到達以後最初の3月31日まで
の児童。（特別児童扶養手当の対象と同
程度の障害の状態にある場合は20歳未満）
②特別児童扶養手当
　中程度以上の知的・精神・身体障害のあ
る20歳未満の児童を家庭で育てている父
母、または父母に代わりその児童を養育
している人に対し、請求月の翌月分から
支給される手当です。（所得等の制限有り）
 問合せ 支援課（伏◯☎①611-2391②611-
2392 醍◯☎①571-6392②571-6372）支援保
護課（深◯☎①642-3564②642-3574）

京都サンガF.C.健康アカデミー
 費用無料
 日時 3月3日（金）10時～ 11時30分
（受付9時30分～）
 場所 山科地域体育館
 内容 サッカーボールを使って楽しく体を
動かしましょう。
 持ち物 運動できる服装、屋内用シューズ、
シューズ入れ、タオル、飲み物
 対象 運動制限のない60歳以上の方
 定員 100名（申込先着順）
 申込み・問合せ 2月28日（火）までにお住ま
いの学区の地域包括支援センター（高齢
サポート）まで電話で。
小栗栖・小栗栖宮山・石田・春日野・日野学
区：醍醐南部（☎572-6572）
北醍醐・醍醐西・醍醐・池田・池田東学区：
醍醐北部（☎571-3560）
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スポーツ

横大路運動公園体育館トレーニン
グルームリニューアルオープン！
　2月22日（水）から、新たにトレーニン
グ器具を導入し、初めての方でも気軽に
ご利用いただけるようになります。料金
は1人1回につき300円です。
　また、リニューアルを記念したヨガ教
室を以下のとおり開催します。
 日時 ①2月27日（月）②3月27日（月）いず
れも10時～ 11時
 場所 同トレーニングルーム
 対象 高校生以上
 定員 各回20名（申込先着順）
 費用 各回970円（施設利用料込）
 申込み・問合せ 前日までに電話（☎611-
9796）にて同運動公園へ

イベント・その他

ワンアップ（ユースサポートプロ
ジェクト）参加者募集！
 募集期間 2月20日（月）～ 3月5日（日）
10時～ 21時（日曜は18時）水曜休館
 内容 あなたのいろんな「やってみた
い！」「こんなことできるかな？」をユース
ワーカーが実現までサポートします！
 対象 市内在住・在学・在勤の中学生～ 30
歳の個人・グループ
 申込み 応募方法等詳細は、電話（☎611-
4910）・メール（ fushimi@ys-kyoto.
org）又は直接伏見青少年活動センターへ

①京・伏見音楽サークル　和音Spring 
Concert ～懐かしの映画音楽を吹奏
楽で～②墨染交響楽団オーケストラ名
曲コンサート 費用無料
 日時 ①3月2日（木）10時20分～ 11時40
分（開場：10時）②3月12日（日）14時～ 16
時（開場：13時）
 場所 市呉竹文化センター
ホール
 定員 600名（当日先着順）
※②は未就学児の入場不可
 申込み ①不要②要（窓口で配布の整理券
が必要）
 問合せ 同センター（☎603-2463）

平成29年度教養教室受講生募集！
 要申込（多数抽選）
 日時 4月～平成30年3月
 対象 市内在住で60歳以上の初心者の方
（1人1教室に限る。過去に受講された教
室の再受講は不可）
 費用 無料（教材費等は実費徴収）
伏見老人福祉センター
 募集教室 書道、コーラス、ちぎり絵、ギ
ター、絵手紙
 申込み・問合せ 返信用のはがき持参で、2
月13日（月）～ 3月4日（土）に同センター
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窓口へ（☎603-1285）
醍醐老人福祉センター
 募集教室 各種ダンス、書道、太極拳、コ
ーラス、詩吟、俳画
 申込み・問合せ 2月28日（火）までに同セン
ター窓口へ（☎575-2570）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
2月27日（月）～ 3月2日（木）
図書特別整理につき臨時休館

◆えのひろば 「春の作品展（一般公
募）」3月18日（土）～ 4月13日（木）
◆テーマ図書 「外国の本」「人気の絵
本」2月中、「出会いの一冊」「春」3月中
◆おたのしみ会 3月4日(土)11時
◆赤ちゃん絵本の会 3月10日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「冬・雪の本」2月中、「京
都が舞台」3月中
◆おたのしみ会 2月25日（土）10時30
分
◆おやこのえほん講演会 3月18日（土）
10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
2月13日（月）～2月16日（木）
図書特別整理につき臨時休館

◆テーマ図書 「王室」「お菓子を作ろ
う」2月中、「遺跡を訪ねて」「災害にそ
なえる」3月中
◆おたのしみ会 2月25日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 3月10日（金）11
時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

3
月

16日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

17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

 募集教室 

 申込み・問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２５４号　　平成２９年２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 136人 ■死亡 240人
▪転入 792人 ▪転出 816人

12月中の件数
▪火 災 9件（前年同月差＋6件）▪救急出動 1,415件（前年同月差＋131件）▪交通事故 発生66件 死者0人 負傷者75人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 279,934人

（男：134,106人 女：145,828人）▪世帯数 127,151世帯

※平成28年12月中

※平成29年1月1日現在


