
●　相　談（無料）　●
弁護士による京都市民法律相談
　法律的な相談事について、お一人につき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）
※１０月から予約制に変わります。詳しくはお問
い合わせください。
行政相談委員による行政相談
　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 １０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
問合せ地域力推進室（☎５６１-９１１４）

●　国民健康保険　●
国民健康保険（国保）の加入の届出は14日以内に
　職場の健康保険などの加入者とその被扶養
者、生活保護受給者、後期高齢者医療の被保険
者以外は、国保に加入しなければなりません。
次の場合は、１４日以内に加入の届出を行ってく
ださい。
①他の市町村から転入したとき
②退職などで、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
　加入の届出が遅れても、保険料は①～④に該
当した月までさかのぼって（最長２年間）納め
ていただくことになります。また、その間の医
療費は原則全額自己負担となります。
問合せ保険年金課資格担当（☎５６１-９１９７）
1０月から国民健康保険料の特別徴収が開始され
る方へ
　対象となる方には、７月に特別徴収（年金から
の引き落とし）の開始通知をお送りしています。
　口座振替により確実に納付していただける方
は、口座振替による納付に変更することができ
ます。ご希望の方は、金融機関に口座振替をお
申し込みのうえ、保険年金課に納付方法の変更
をお申し出ください。お申し出後、３～４カ月
後に特別徴収が停止されます。
問合せ保険年金課資格担当（☎５６１-９１９７）

東 山 図 書 館
東山区総合庁舎南館２階　☎541―5455
開　館：午前９時30分～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

おたのしみ会
日時９月２４日（土）午前１１時～
内容「絵本の読み聞かせなど」
10月のテーマ図書の展示と貸出
期間 １０月１日（土）～１０月３１日（月）
テーマ「日本の神様」（一般書・児童書）
　　　「あき」（絵本）
区内私立保育園児絵画展
期間 １０月１日（土）～１０月３１日（月）
赤ちゃんのおたのしみ会
日時 １０月１３日（木）午前１１時～
内容「赤ちゃん絵本の読み聞かせ、手遊びなど」
ブックリサイクル
期間 １０月１５日（土） ～１０月２２日（土）

東山いきいき市民活動センター
東山区三条通大橋東入２丁目下る巽町442番地の９
☎541―5151
開　館：午前10時～午後９時
　　　　（日曜日は午後５時まで）
休　館：毎週火曜日

京都おさんぽコレクション
東山いきセン～中京いきセン編

「歴史・文化・近代建築・食…etc　三条通の
魅力が１日で分かる?! 4つの商店街をめぐる
魅力発見まちあるき“GO!GO!三条通”」
　東山いきいき市民活動センターから中京いきい
き市民活動センターまで、一日で４つの「商店街」
を巡ります。市内を東西に貫く「三条通」。その
魅力をみんなで発見してみませんか？
日時 １１月１２日（土）午前１０時～午後２時　
（予備日１１月１9日（土））
集合時間 午前９時５０分
集合場所 東山いきいき市民活動センター
対象どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定員 ２０名（先着順）
持ち物 筆記用具、カメラ（もしくはカメラ付携帯）
参加費 無料（昼食代は各自）
申込締切 １１月５日（土）
申込先 東山いきいき市民活動センター
（☎５４１-５１５１）

東 山 青 少 年 活 動 セ ン タ ー
東山区総合庁舎２階　☎541―0619
開　館：午前10時～午後９時
 　　　 （日・祝は午後６時まで）
休　館：毎週水曜日

工作室開放事業「ヒガシヤマDEものづくり」
　ものづくりに必要な道具や空間が揃

そろ

っている
創造工作室の無料開放事業。（材料費は有料）
日時毎週木曜日午後５時～９時、毎週土曜日午

後１時～６時（通年）。ただし、祝日に当
たる木曜日はなし

場所東山青少年活動センター創造工作室
対象京都市内に在住もしくは、通勤・通学先の
　　ある１３歳～３０歳までの方
申込み 不要
「演劇から学ぶ、働くためのコミュニケーショ
ンワーク」参加者募集　
　「自分を表現する方法」「他者の自己表現を受
け止める方法」を一緒に探します。単発で参加
できるワンデイセミナーと、じっくり学ぶワー
クショップシリーズを開催します。
日時ワンデイセミナー：１０月１7日（月）
　　ワークショップ：１０月２４日（月）、 ２8日
　　（金）、３１日（月）、１１月４日（金）
　　時間はいずれも午後１時３０分～４時３０分
場所東山青少年活動センター
対象無業状態にある１５歳～３9歳の方
定員 １５名（先着順）
参加費 無料　 申込み 直接来館または電話

時間、会場、問合せなどは、掲載記事をご覧ください
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行事名 掲載面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
チェアエクササイズ申込開始 3面

世界一安心安全・おもてなしのまち京都
市民ぐるみ推進運動　東山区民大会 1面

結核予防週間（～30日） 3面
図書館 おたのしみ会 4面

交通事故ストップin東山 2面
マイナンバーカード日曜臨時交付 3面
食事の基本！主食・主菜・副菜クッキング　申込開始 3面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面

行事名 掲載面
図書館 10月のテーマ図書の展示と貸出（～31日） 4面
図書館 区内私立保育園児絵画展（～31日） 4面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
相談 行政相談委員による行政相談 4面

京都サンガＦ.Ｃ.東山区民デー 申込締切 2面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
図書館 赤ちゃんのおたのしみ会 4面

チェアエクササイズ 3面
図書館 ブックリサイクル（～22日） 4面

京都サンガＦ.Ｃ.東山区民デー 2面
歯のひろば 3面
青少年 「演劇から学ぶ、働くためのコミュ

ニケーションワーク」ワンデイセミナー 4面

相談 弁護士による京都市民法律相談 4面
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学　区 日　時 予備日 　　　　　場　所
清　水 9月25日（日）午前9時～ 10月2日（日） 元清水小学校校庭
六　原 10月2日（日）午前9時～ 10月9日（日） 東山開睛館第二教育施設（六原学舎）校庭
修　道 10月2日（日）午前8時30分～ 10月9日（日） 東山総合支援学校校庭
一　橋 10月2日（日）午前9時～ 10月9日（日） 東山泉小中学校西学舎校庭
有　済 10月9日（日）午前10時～ 10月10日（月・祝） 元有済小学校校庭
新　道 10月9日（日）午前9時～ 10月10日（月・祝） 元新道小学校校庭
月　輪 10月9日（日）午前8時30分～ 10月10日（月・祝） 元月輪小学校校庭
今熊野 10月9日（日）午前9時～ 10月10日（月・祝） 元今熊野小学校校庭
粟　田 10月16日（日）午前9時30分～ 10月23日（日） 元白川小学校校庭
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市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 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。

東 山 広 報 板
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.lg.jp/mobile/main/page/00001８006８.html


