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東 山 広 報 板
◯問＝問い合わせ先　
◯申　＝申し込み先

東山区役所 〒605‒8511  清水５丁目130-6
☎ 561-1191(代表)   541-9104

「京都いつでもコール」市政情報総合案内コールセンター　午前８時～午後９時（年中無休）
電話661-3755　FAX661-5855 ※かけ間違いにご注意ください。

電子メール（以下のホームページから）
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/

●　相　談　●
無料法律相談
　法律的な相談事について、お１人につき20
分以内で弁護士が相談に応じます。
　日時　毎週水曜日（祝日を除く）
　　　　午後１時１５分～３時４５分
　受付　午後１時～３時２０分
　場所　区総合庁舎２階地域力推進室相談室
　定員　７名（先着順）

無料行政相談
　国の行政に関する苦情その他相談や意見・要
望について行政相談委員が相談に応じます。
　日時　２月６日（木）
　　　　午後１時３０分～３時３０分
　場所　区総合庁舎２階地域力推進室相談室

問＝地域力推進室（☎５６１-９１１４）

●　保険年金　●
介護保険適用除外施設の入・退所時には届出を
　京都市国保など医療保険に加入されている
４０～６４歳の方は、介護保険第２号被保険者
となります。第２号被保険者がおられる世帯の
保険料は、医療分、後期高齢者支援分に介護分
を加えた金額となりますが、介護保険適用除外
施設に入所中の方は、介護保険の被保険者とな
りませんので、入所中は介護分保険料がかかり
ません。入所または退所された場合は、必ず
１４日以内に保険年金課に届出をしてください。

問＝保険年金課資格担当（☎５６１-９１９７）

●　　税　　●
２月・３月は「滞納整理強化期間」です。
　本市では、財政の基盤である市税収入の確保
と納税の公平性を確保するため、滞納市税の徴
収強化に努めています。その一環として、２月
及び３月の２カ月間を「滞納整理強化期間」と
位置付け、滞納整理のための財産調査や差押え
及び公売を一層強化することなどにより、集中
的に市税徴収に努めてまいります。
　この期間にあわせて、昼間や平日に不在の方
を対象に、夜間の納税相談や休日の納税催告な
どを実施します。
　夜間納税相談日は２月６日（木）・２月１８日
（火）・３月６日（木）・３月１１日（火）で、時
間はいずれも午後７時３０分までです。

問＝納税課（☎５６１-９３３１～２）

東 山 図 書 館
区総合庁舎南館２階　☎541-5455　　
開館：午前10時～午後5時
　　  （平日の月・木曜日は午後７時まで）
休館：毎週火曜日、第２・４水曜日

「おたのしみ会」
絵本の読み聞かせと紙芝居
　日時　１月２５日（土）午前１１時～
　場所　東山図書館幼児コーナー

受講期間
基本は１年間（平成２６年４月～２７年３月）
対象
市内在住の６０歳以上（平成２６年４月１日現
在）の方
申込期間
２月３日（月）～２月１５日（土）
※本人が直接お申し込みください。
※上記申し込みの定員など、詳細についてはお
問い合わせください。
※募集定員を超えた場合は公開抽選を行います。
※内容によっては、材料費などの費用が必要に
なる場合があります。

２月のテーマ図書の展示と貸出
　期間　２月１日（土）～２月２８日（金）

一般書・児童書　「あまい本」
絵本　「かぞく」

区内私立保育園児絵画展
　日時　２月１日（土）～２月２８日（金）

東 山 老 人 福 祉 セ ン タ ー
区総合庁舎南館地下1階 ☎ 541-0434
開館：午前９時～午後５時
休館：毎週日曜日、祝日

平成２６年度　教室・同好会受講生募集
　老人福祉センターでは、スポーツや文化活動
を通して、健康・仲間・生きがいづくりにお役
に立てられるよう、新年度からの教室・同好会
の募集を実施します。

○教室（初めての方を基本に１年間学びます。）
教室名 開催曜日 開催時間

社交ダンス
初級教室

毎月２回
第１・３月曜日 午前 10時～正午

書道教室 毎月２回
第２・４水曜日　 午後 1時～３時

茶道教室 毎月３回
第１～３木曜日 午前 10時～正午

○同好会（自主活動を基本として仲間づくり・
生きがいづくりを目指します。）

同好会名 開催曜日 開催時間

創る

俳句同好会 第１土曜日 午前９時 30分～正午

絵手紙同好会 第２・４金曜日 午前 10時～正午

京てまり
同好会 第１・３金曜日 午前 10時～正午

陶芸同好会 第２水・木曜日、
第４水曜日 午後１時～３時

歌う

民謡同好会 第１・３金曜日 午後１時 30分～３時

詩吟同好会 第１～４水曜日 午前 10時～正午

謡曲同好会 第１・３水曜日 午後１時～３時

カラオケ
同好会 第２～４土曜日 午後０時 30分～

３時 30分

踊る

民舞同好会 第１～３火曜日 午前 10時～正午

社交ダンス
同好会 第１～４木曜日 午前 10時～正午

健康
フラダンス

第２金曜日 午後２時～３時 30分

第３・４土曜日 午前 10時～
11時 30分

学ぶ

英会話同好会 第２・４金曜日 午後１時～２時 30分

マジック
同好会 第１土曜日 午後１時 30分～

３時 30分

着付同好会 第１火曜日 午後３時～４時 30分

※時間、会場、問い合わせ先などは、掲載記事をご覧ください。

１月  

２月  

カレンダー １/15～２/14

行事名 掲載面

15 水
 「東山の未来」区民会議公募委員募集（～2月14日）
  相談  無料法律相談

（2）
（4）

16 木
17 金
18 土
19 日
20 月
21 火 東山区民ふれあいこどものまち申込み（～2月14日）（2）
22 水  相談  無料法律相談 （4）
23 木 文化財防火運動（～29日） （3）
24 金  
25 土  図書館  おたのしみ会 （4）
26 日 
27 月
28 火
29 水 相談  無料法律相談 （4）
30 木

31 金

行事名 掲載面

1 土
図書館  2月のテーマ図書の展示と貸出（～28日）

図書館  区内私立保育園児絵画展（～28日）
（4）

2 日
3 月
4 火
5 水 相談  無料法律相談 （4）

6 木

 相談  無料行政相談
 相談  無料税務相談
 税  夜間納税相談（次回以降18日、

3月6日、11日）

（4）

（4）

7 金 相談  司法書士無料法律相談
8 土   社会を明るくする運動　区内小・中学生作文発表会 （3）
9 日 
10 月 　 
11 火・祝 　
12 水  相談  無料法律相談 （4）
13 木
14 金

平成25年度市・府民税第４期分納期限


