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₁/24
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

マンドリンと葦
よし

笛　マチネーコン
サート2013
日時₁月27日（日）14時～16時会場東部
文化会館 ホール内容「日吉ヶ丘ギターマ
ンドリンアンサンブル」によるマンドリ
ン演奏や葦

よ し

笛グループ「湖風音(こぶね)」
とのコラボレーション演奏定員550名（先
着順）費用無料申込み不要問合せ同会館

（☎502-1012）

オーケストラ名曲コンサート～墨
染交響楽団第13回定期演奏会～
日時₂月17日（日）14時～16時会場呉竹
文化センター ホール内容墨染交響楽団
による演奏定員600名（先着順）費用無料
申込み不要 問合せ同センター（☎603-
2463）
ちょっと素敵な朝からクラシック
日時₂月18日（月）10時30分～11時30分
会場呉竹文化センター ホール内容京響メ
ンバーによるアンサンブル「京都しん
ふぉにえった」による演奏定員600名（先
着順）費用前売500円、当日800円（全席自
由）申込み・問合せ同センター（☎603-
2463）
京都パルスプラザコンサート2013
日時₂月10日（日）13時～17時30分（開場
12時30分）会場京都府総合見本市会館（京
都パルスプラザ） 稲盛ホ－ル内容区内中
学10校の各吹奏楽部の演奏・発表の後、
豊田 渉平氏によるギタ－演奏定員550名

（先着順）入場料無料申込み不要問合せ京
都パルスプラザコンサ－ト実行委員会

（☎611-0011）

職業ふれあい事業　伝統食カフェ
　昨年度も大好評だった伝統食カフェが
再び！おいしい伝統食を通じて、食や健
康について考えてみませんか？日時₁月
24日（木）・28日（月）、各 12時～17時（16
時ラストオーダー）会場伏見青少年活動
センター費用カフェは有料申込み不要
問合せ同センター（☎611-4910）

テーマ「現在の若者のこころ・社会」～若
者がひきこもる意味と社会の変化～講師
山本 耕平（立命館大学教授）定員150名（先
着順）費用無料申込み・問合せ1月21日（月）
から健康づくり推進課へ電話（◯伏☎611-
1163）で
すこやかをすすめよう！

　生活習慣病の予防には、若い頃からの
健康管理が大切です。健診を受けて今の
生活を見直す機会にしましょう。
会場・日時伏見保健センター＝第₁・第
₂月曜日、深草支所＝第₁・第₃火曜日、
醍醐支所＝第₂・第₄木曜日、各₈時30
分～10時30分（受付）＊各コースとも結果
説明は₂週間後内容①青年期健康診査②
骨粗しょう症予防健康診査対象京都市民
の方で①18歳～39歳で健診を受ける機会
がない方②18歳～70歳で妊娠及び妊娠し
ている可能性のない方①②とも検査日、
結果説明日とも受診できる方費用①500
円②1,000円（①②免除あり）申込み・問合せ
健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）、健康
づくり推進室（◯深☎642-3876◯醍 ☎571-67
47）へ電話で

₁月29日（火）～₂月₇日（木）は、図書
館システム機器更新に伴い、臨時休館し
ます。
◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「向島中学校児童作品」＝₁
月中、特設コーナー「タイムトラベル」
＝₁月中「外国の文学」＝₂月中、絵本展
示コーナー「冬」＝₁月中「外国の絵本」
＝₂月 中、 お た の し み 会 ＝₂月16日
(土)11時、赤ちゃん絵本の読み聞かせの
会＝₂月15日（金）11時
◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ展示＝「巳年」「干支にまつわる本」
₁月₇日（月）～₁月22日（火）、おたのし
み会＝₁月19日（土）10時30分
※醍醐図書館は、₁月23日（水）から施設
改修工事のため、休館いたします。再開は
平成26年度当初の予定です。皆様のご理解
とご協力をよろしくお願いします。なお、
₁月22日（火）は臨時開館いたします。
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「色々なしくみ」＝₁月中「日
本を考える」＝₂月中、おたのしみ会＝
₁月26日（土）15時、赤ちゃん絵本の会
＝₂月₈日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 会　場
1/18

（金）、
₂/15
（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

行政書士の市民無料相談会
　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、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。
日時₁月24日（木）14時～16時
会場伏見区総合庁舎₄階第₅会議室
問合せ京都府行政書士会第₆支部事務局
伏見分室（☎575-2808）

₁月31日（木）は、市・府民税第
₄期分の納期限です

　納期限を過ぎると、延滞金がかかりま
す。市税の納付には、便利で確実な口座
振替をご利用ください。
市・府民税、所得税の申告はお早
めに
期間₂月18日（月）～₃月15日（金）（土・
日は除く）●市・府民税の申告は区役所・
支所へ対象平成25年₁月₁日現在、市内
在住で、24年中の所得金額が市・府民税
の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除
額の合計額を超える方。ただし、24年分
の所得税の確定申告をした方、24年中の
所得が給与だけで勤務先から給与支払報
告書が提出されている方は、通常、申告
は不要です。なお、前年に申告された方
には、₁月中に申告書の用紙を送付しま
す。●所得税の確定申告は税務署へ対象
事業所得や不動産所得等から算出される
所得税額がある方、給与所得金額以外の
金額が20万円を超える方や給与収入が
2,000万円を超える方等
問合せ市民税課（◯伏☎611-1534）、課税課

（◯深☎642-3408◯醍 ☎571-6822）
年金受給者等の方を対象としたパ
ソコン等による確定申告の相談会

　₃月15日（金)までは、所得税の確定申
告の期間です。税理士が申告の方法など
に対する相談に無料で応じますので、お
気軽にご利用ください。

日　時 会　場
₂/1（金）、
₂/₄（月）、
₂/₅（火）

₉時30分～
12時、13時
～16時

（受付15時
まで）

伏見区総合庁舎

₂/₇（木）、
₂/₈（金） 深草総合庁舎

₂/13（水）、
₂/14（木） 醍醐総合庁舎

問合せ伏見税務署（☎641-5111）、市民税
課（◯伏☎611-1534）、課税課（◯深 ☎642-
3408◯醍 ☎571-6822）

介護保険適用除外施設への入退所
時には14日以内に届出を

　国保など医療保険に加入している40歳
～64歳の方は、介護保険第₂号被保険者
となり、第₂号被保険者がおられる世帯
の国民健康保険料は、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、介護分保険料がかかりません。国
保に加入中の40歳から64歳までの方が介
護保険適用除外施設に入所又は施設から
退所された場合には、14日以内に必ず保
険年金課へお届けください。
問合せ保険年金課資格担当（◯伏 ☎611-
1864◯深☎642-3809◯醍 ☎571-6568）
高額医療・高額介護合算療養費制
度について

　本制度は₇月31日現在で加入している
医療保険を基準として、医療と介護の両
方の制度を利用している場合にそれぞれ
の負担額を合算して、1年間（毎年₈月
～翌年₇月）にかかった負担額のうち、
限度額を超えた額を返金する制度です。
後期高齢者医療以外の医療保険の場合
は、医療保険、介護保険それぞれで行う
必要があります。
問合せ京都市国保・後期高齢者医療：保
険年金課保険給付・年金担当（◯伏☎611-
1875◯深 ☎642-3826◯醍 ☎571-6529）、介護
保険：福祉介護課介護保険担当（◯伏☎
611-2278◯深☎642-3603◯醍 ☎571-6471）
※社会保険等に加入している方はご加入
先の医療保険まで。

献血にご協力を
日　時 会　場

₁/30
（水）

10時～12時 桃山南小学校
13時～16時 伏見南浜小学校

₂/₇
（木）

10時～12時 KINSHO丹波橋店
13時30分～

16時 砂川小学校

問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）
精神保健福祉相談

　精神科医と精神保健福祉相談員による
こころの健康についての相談です。
会場・日時伏見保健センター＝毎月第₁
～₄金曜日、深草・醍醐支所＝毎月第1
～₄月曜日、各14時～15時30分費用無料
申込み不要問合せ健康づくり推進課（◯伏
☎611-1163）、健康づくり推進室（◯深 ☎
642-3879◯醍 ☎571-6748）
精神保健福祉講演会
日時₂月28日（木）14時～15時30分（受付13
時30分）会場伏見区総合庁舎 １階ホール

【平成24年12月₁日現在の推計】人口　283,338人（男　135,610人　女　147,728人）　世帯数　125,371世帯
【平成24年11月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 174人　死亡 224人　転入 1,091人　転出 962人

火災 ₃件（前年同月差 ＋₁件）　救急出動 1,305件（前年同月差 ＋112件）
交通事故（速報値集計数）発生 101件　死者 2人　負傷者 111人

11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/

日　時 会　場


