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◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196
日　時 会　場

₅/18
（金）

10時～10時40分 サンクス淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校
₅/24
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

₆/15
（金）

10時～10時40分 サンクス淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校

バランスボールで
アンチ・エイジング ！！
日時₆月～₇月の第₂・₄水曜日（全₄
回）、各13時～14時30分会場醍醐いきい
き市民活動センター集会室内容バランス
ボールを使用したアンチ・エイジング体
操対象どなたでも定員10名（先着順）費用
1,000円 ／ 月（ 毎 月 初 回 に 徴 収 ）
申込み・問合せ₆月10日（日）までに同セ
ンターへ電話（571-0035）で
東部文化会館からのお知らせ

①「第₁回市民創造ステージ・イースト」
出演者募集
　₈月19日（日）に、同会館ホールの舞
台を山科区及び伏見区醍醐地域を拠点に
舞台芸術活動をされている団体または個
人を対象に、活動成果発表の場として提
供します。参加無料。募集数10団体程度
申込み₅月₁日（火）から同会館にて配
布の申込み用紙に必要事項を記入の上、
同会館に提出（₅月31日（木）必着）。
②「第₈回コーラスフェスティバルin山
科・醍醐」出演団体募集
　10月28日（日）に、同会館ホールの舞
台を山科区及び伏見区醍醐地域を拠点に
コーラス活動をされている団体を対象
に、活動成果発表の場として提供します。
募集数 12団 体 程 度 参加料 750円/₁名
申込み同会館にて配布の出演申込書に必
要事項を記入の上、同会館へ提出（₅月
31日（木）必着）。

③第₈回こどもの文化フォーラム
日時₆月17日（日）10時～16時会場同会
館内容音楽やダンス、おもちゃのリサイ
クル体験、演劇鑑賞等申込み不要
①②③の問合せ同会館（☎502-1012）

開催します。会場・日時①伏見保健セン
ター =₆月15日（金）②深草支所=₆月20
日（水）③醍醐支所=₆月13日（水）、各10
時30分～13時内容講話『京の旬野菜でか
らだにやさしい食生活』と調理実習『市
内農家直送！京の旬野菜クッキング』と
試 食・ 交 流対象18歳 以 上 の 伏 見 区 民
持ち物エプロン・三角巾・手拭きタオル
定員①25名②③各20名（先着順）費用500
円申込み・問合せ₅月25日（金）₈時30分
から電話で受付。初参加の方！ぜひお申
込みください。①健康づくり推進課（◯伏
☎611-1162）②健康づくり推進室（◯深☎
642-3876）③健康づくり推進室（◯醍 ☎571
-6747）
ふたごのひろば「にこにこ」

　ふたごを育てるお母さんたち同士が子
育ての情報を交換したり、悩みを分かち
合ったり、一緒に遊んだり…元気がもら
える集いです。多胎妊婦さんやふたご以
上の多胎児とそのご家族もぜひご参加く
ださい。日時毎月第₃月曜日（₇月、₉
月 は 第₂月 曜 日 ）、 各10時 ～11時30分
会場深草総合庁舎₄階第₁会議室対象多
胎児とその家族（妊婦さんも歓迎）申込み
不要問合せ健康づくり推進室（◯深☎642-
3879）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「向島小学校児童作品」₅月
19日（土）～31日（木）「向島幼稚園園児作
品」₆月₂日（土）～14日（木）「二の丸北
小学校児童作品」₆月16日（土）～28日

（木）、特設コーナー「憲法月間」「新書
特集」＝₅月中「環境月間」「地球環境」＝
₆月中、絵本展示コーナー「のりもの」
＝₅月中「動物」＝₆月中、おたのしみ会
＝₆月₉日(土)11時、赤ちゃん絵本の読
み聞かせの会＝₆月15日（金）11時
◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ図書＝「ガーデニング」「緑」

「地球」＝₅月中、「おうちでエンジョイ」
＝₆月中、おたのしみ会＝₅月26日（土）
10時30分、赤ちゃん絵本の会＝₆月１日

（金）10時30分、おはなし会＝₆月₉日
（土）10時30分
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「通信」～東京スカイツリー開
業～＝₅月中「おしゃれ」＝₆月中、環境
月間関連図書コーナー＝₆月中、おたの
しみ会＝₅月26日（土）15時、赤ちゃん
絵本の会＝₆月₈日（金）11時

行政書士の市民無料相談会
日時₅月24日（木）14～16時
会場伏見区総合庁舎₄階第₅会議室
　奇数月の第₄木曜日に開催していま
す。相続遺言、公正証書、交通事故、医
療・福祉、詐欺商法、内容証明、後見制
度、在留許可など、お気軽にご相談くだ
さい。問合せ京都府行政書士会第₆支部
事務局伏見分室（☎575-2808）

児童館・学童保育所まつり
　子どもたちの健やかな成長を願い、児
童館・学童保育所まつりを開催します。
入場無料。
日時①₅月19日（土）10時30分～15時②
₅月19日（土）10時～15時会場①砂川小
学校②大塚小学校内容①「京炎そでふ
れ！」の披露・体験。オリンピック競技
にみたてた遊び。（雨天時は、「京炎そで
ふれ！」の披露・体験のみ実施）②音羽
中学校のブラスバンド演奏と各児童館

（醍醐・山科地域）のステージ発表、オ
リンピックにちなんだゲームや遊び（雨
天時は、ステージ発表のみ実施）問合せ
市児童家庭課（☎251-2380）、公益社団法
人京都市児童館学童連盟（☎256-0280）
京都市戦没者追悼式

　本市では市民の方々と共に、先の大戦
で犠牲になられた方々を心から追悼し、
その尊い犠牲を無にすることがないよう
世界の恒久平和を願い、戦没者追悼式を
行います。日時₆月15日（金）14時～15
時（受付13時15分～）会場大谷ホール対象
戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹及
び三親等以内の祭祀者で1年以上戦没者
と生計を共にされた方。申込み₅月17日

（木）～₅月25日（金）にお住まいの地域
の区役所・支所福祉介護課へ。入場整理
券をお渡しします（入場には整理券が必
要です）。問合せ福祉介護課（◯伏☎611-
2268◯深☎642-3493◯醍 ☎571-6144）
生活福祉資金の相談窓口が身近で
便利に

　伏見区社会福祉協議会では₆月₁日か
ら新たに、失業等でお困りの方を支援す
る総合支援資金（生活支援費・一時生活
再建費・住宅入居費）と臨時特例つなぎ
資金の貸付相談を行います。福祉資金や
教育支援資金、不動産担保型生活資金と
併せて、総合的な相談窓口として区民の
皆さんの安定的な暮らしを支援します。
問合せ伏見区社会福祉協議会（☎604-
6541）、同醍醐分室（☎575-2070）

胸部（結核・肺がん）検診、
大腸がん検診

実施日 会　場

₅月

22日（火） 二ノ丸北小学校
24日（木） 砂川小学校
25日（金） 砂川小学校
29日（火） 桃山小学校

₆月

₄日（月） 稲荷小学校
₇日（木） 納所小学校
11日（月） 桃山南小学校
18日（月） 醍醐小学校

【車でのご来場はご遠慮ください】
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
費用胸部検診は無料、喀痰検査は1,000
円、大腸がん検診は300円問合せ健康づ
くり推進課（◯伏☎611-1162）
家族懇談会

　こころの病をお持ちの方が地域で安心
して暮らしていただけるよう、ご家族が
福祉サービスや年金制度などについて理
解を深め、交流や情報交換を行う懇談会
を開催します。日時₆月～平成25年₂月
の偶数月の第₂火曜日（₈月は第₄火曜
日）、各13時30分～15時30分会場伏見保
健センター深草支所ほか内容講話、施設
見学、意見交流など対象深草支所管内在
住の精神科疾患のある方のご家族費用無
料申込み前日までに問合せ先へ電話で

（施設見学の場合は₃日前まで）問合せ健
康づくり推進室（◯深☎642-3879）
やめたいあなたへの禁煙教室
日時₆月28日（木）14時～16時（受付13時
30分 ～）会場伏 見 保 健 セ ン タ ー 講 堂
テーマあなたの禁煙方法が見つかる！～
目からウロコの最新情報～対象伏見区民
定員30名（抽選）申込み₆月18日（月）17
時までに①氏名②年齢③郵便番号④住所
⑤電話番号を問合せ先へ問合せ健康づく
り推進課（◯伏 ☎611-1162  fushimi-
kenko@city.kyoto.jp）
伏見医師会市民公開講座開催
日時₆月₉日（土）14時～16時（受付13時
～）会場呉竹文化センターテーマ心房細
動から逃げない！！～心房細動を一緒に
学びましょう～ 特別講演講師三浦雄一郎
氏（クラーク記念国際高等学校校長）ほ
か定員600名（先着順）入場料無料申込み
不要問合せ伏見医師会（☎641-3675）
「京（○みみんなに伝える○や野菜のパ
ワーと○こ古都の味）クッキング」

　₆月は食育月間です。今年の食育月間
企画のテーマは、京の旬野菜！市内農家
から届いた野菜を使って、野菜本来の味
わいや京都（古都）の味を味わう教室を

【平成24年₄月₁日現在の推計】人口　283,086人（男　135,484人　女　147,602人）　世帯数　124,318世帯
【平成24年₃月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 172人　死亡 235人　転入 1,982人　転出 2,158人

火災 6件（前年同月差 ±₀件）　救急出動 1,320件（前年同月差 −11件）
交通事故（速報値集計数）発生 121件　死者 0人　負傷者 141人

【伏見区では交通事故が多発しています！交通ルールを守って事故防止に努めましょう。】

₃月中
の件数数字でみる

伏見区

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

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）

記号の見方
＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜21時。年中無休。  ☎661-3755   FAX661-5855   （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/


