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日時₂月24日（日）13時～16時30分集合場所
御香宮神社内容桃山御陵周辺を歩きなが
ら、伏見城に関連する簡単なクイズを解
いてもらいます定員先着20組（小中学生＋
保護者＝₁組）費用₁組500円（資料代）主催
伏見城研究会協力・申込み・問合せNPO法人
歴史のかたりべ（☎748-1285・月曜～土
曜日₉時～17時）
第₂回 伏見いきセンフェスタ

　伏見区を中心に活動するNPOや地域団
体の発表や紹介、こどもコーナーやいき
セン市場ほか。どなたでも自由に参加可。
日時₃月16日（土）13時～16時会場伏見
いきいき市民活動センター費用無料（一
部有料）申込み不要問合せ同センター（☎
646-4274）
ナイス・ミート＠エコム
日時₃月₂日（土）15時～16時30分（予定）
会場東部文化会館 創造活動室内容同会館
に登録されているアウトリーチ参加団体

（パフォーマー）のパフォーマンス対象
ロビーコンサートやワークショップ等の
実施に当たりパフォーマーをお探しの団
体定員約100名（先着順）費用無料申込み
₂月15日（金）～28日（木）に問合せ先へ
電話で問合せ同会館（☎502-1012）
もうすぐ春休み 和音コンサート
日時₃月₇日（木）10時15分～11時45分
会場呉竹文化センター ホール内容京・伏
見音楽サークル和音による、 0 歳児から
入場できる演奏会定員600名（先着順）
費用無料 申込み不要 問合せ同センター

（☎603-2463）

はじまるさろん（①）
　子育て、子どもの自立に悩む保護者や、
社会とのつながりを求めている方のご家
族のみなさん、お茶をしながら語り合い
ませんか？日時₂月23日（土）16時～18
時定員20名（先着順）
つな画廊「にこにこ展」（②）

　子育てママの菱屋清花さんによる色鉛
筆やパステルなどによるイラストの
数々。家族の作品も並びます。参加コー
ナーもあり♪期間₃月₈日（金）～₃月29
日（金）
サラダボウルフェスタ（③）

　伏見という地で、多文化共生について
考えてみませんか？ワークショップや多
国籍カフェ、ステージなど、多様なプロ
グラムを実施します日時₃月₃日（日）
11時～16時
≪①②③共通≫
会場伏見青少年活動センター費用無料
申込み不要問合せ同センター（☎611-4910）

平成25年度教養教室生徒募集
受講期間平成25年₄月～平成26年₃月
対象市内在住で60歳以上の初心者の方
受講料無料（教材費などは実費負担）
○伏見老人福祉センター
募集教室カラオケ、書道、コーラス、ちぎ
り絵、ギター、絵手紙申込み窓口にて₂月
18日（月）～₃月₉日（土）受付（50円の普通は
がきをお持ちください）（多数抽選）問合せ
伏見老人福祉センター（☎603-1285）
○醍醐老人福祉センター
募集教室ダンス、書道、新舞踊、都てま
り、太極拳、コーラス、詩吟、フォーク
ダンス、俳画、フラダンス申込み窓口に
て₂月23日（土）まで受付（多数抽選）
問合せ醍醐老人福祉センター（☎575-2570）

献血にご協力を
日　時 会　場

₂/20
（水）

10時～12時 寺内製作所
（深草芳永町666）13時～15時30分

₃/₄
（月）

10時～12時 深草総合庁舎13時～15時30分
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「向島東中学校児童作品」＝₂
月₈日（金）～28日（木）、特設コーナー「外
国の文学」＝₂月₈日（金）～28日（木）「TV・
映画本」＝₃月中、絵本展示コーナー「外
国の絵本」＝₂月₈日（金）～28日（木）「む
かしばなし」＝₃月中、おたのしみ会＝₃
月₉日(土)11時、赤ちゃん絵本の読み聞か
せの会＝₃月15日（金）11時
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「日本を考える」＝₂月中「お
くる」＝₃月中、おたのしみ会＝₂月23
日（土）15時、赤ちゃん絵本の会＝₃月
₈日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 会　場
₂/21
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

₃/₂
（土） 10時～11時30分

いわたの森
市営住宅
集会所前

₃/15
（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

₃/16
（土） 10時～11時30分

いわたの森
市営住宅
集会所前

伏見連続講座番外編！
「伏見城址をあるこう！！」

無料相談
○法律相談　弁護士による無料相談。毎
週水曜日、相談時間は13時15分～15時45
分（₁人15分程度）。定員区役所15名、支所
₇名（先着順）。整理券は区役所・支所に
て当日₉時（醍醐支所₈時30分）から配付。
○行政相談　行政相談委員による無料相
談。毎月第₃火曜日、区役所・深草支所・
醍醐寺理性院に開設。相談時間は13時30
分～15時30分（醍醐寺理性院は13時～14時
30分）。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）

平成25年度
市・府民税の主な変更点

○生命保険料控除の改正
・平成24年1月1日以降に契約された保
険契約について、現行の「一般生命」「個
人年金」の他に「介護医療」が新設され、
各保険料控除の適用限度額が2.8万円と
なります。
・平成23年12月31日までに契約された保
険契約は、現行の生命保険料控除が適用
されます。なお、各保険料控除を合わせ
た合計適用限度額は現行どおりです。
○認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特
別税額控除の特例の新設
・住宅ローンを利用して認定低炭素住宅
を新築又は購入し居住の用に供した場
合、認定長期優良住宅と同様の住宅ロー
ン控除が適用されることとなりました。
問合せ市民税課（◯伏☎611-1534）、課税課

（◯深☎642-3408◯醍 ☎571-6822）

保険料の納付には
便利な口座振替を

　国保記号番号（後期高齢者医療制度の
場合は被保険者番号と徴収番号）がわか
るもの（納入通知書、領収書等）、預（貯）
金通帳、口座の届出印をお持ちのうえ、
金融機関、郵便局又は保険年金課へ
≪ペイジーのご案内≫
　国民健康保険の口座振替については、
金融機関のキャッシュカードと国保記号
番号がわかるものだけで保険年金課窓口
で申込み可能です。【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（郵便局）、滋賀銀行】
問合せ保険年金課資格担当（◯伏 ☎611-
1864◯深☎642-3809◯醍 ☎571-6568）
国民年金の届出について

　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。退職等さ
れた場合はそのつど届出が必要です。届
出をしていない又は未納の場合、障害基
礎年金や遺族基礎年金が受給できなくな
る場合があります。
　なお、海外にお住まいの20歳以上65歳
未満の日本人の方も国民年金に加入する
ことができます。
問合せ保険年金課保険給付・年金担当

（◯伏☎611-1875◯深 ☎642-3826◯醍 ☎571-65
29）

深草地域福祉推進講演会
日時₂月25日（月）13時30分～15時30分
会場深草総合庁舎₄階会議室講師木津川
計氏（雑誌「上方芸能」発行人・元立命館
大学教授）テーマ「夫婦同伴文化はなぜ育
たなかったのか～老後 幸せな夫婦であ
るために～」定員200名（先着順）費用無料
申込み不要（手話通訳を希望される方は、
₂月18日（月）までに、問合せ先へFAX
で）問合せ支援保護課（◯深 ☎642-3579、
FAX642-7729）
京都サンガF．C．健康アカデミー

　サッカーボールを
使って、楽しく身体
を動かしましょう。
日時₃月₆日（ 水 ）
10時30分～12時（受付10時～）会場醍醐地
域体育館対象60歳以上で運動制限のない
方持ち物運動できる服装、屋内用シュー
ズ、タオル、飲料水定員100名（先着順）
参加費無料申込み₃月1日（金）までに問
合せ先へ電話で問合せ醍醐南部地域包括
支援センター（☎572-6572）、醍醐北部
地域包括支援センター（☎571-3560）
介護予防　春のエコ調理実習
日時₃月11日（月）₉時30分～12時会場京
エコロジーセンター エコ厨房内容春らん
まん！地球にもカラダにも優しい食事を
作りましょう対象65歳以上の方で介護保
険サービスを利用されていない方持ち物
エプロン、タオル、三角巾定員15名（先着
順）費用600円（材料費）申込み・問合せ₂月
15日（金）から深草・醍醐地域介護予防
推進センターへ電話（641-2543）で
障がい児者の地域生活支援を
考える伏見区民のつどい・2013
日時₃月14日（ 木 ）13時30分 ～16時30分
会場伏見区総合庁舎１階多目的ホール講師
野澤和弘氏（毎日新聞社論説委員）テーマ
障がい者虐待防止法について定員150名

（先着順）費用無料申込み不要問合せ京都
市南部障がい者地域生活支援センター「あ
いりん」（☎604-6159　FAX604-6155）

【平成25年₁月₁日現在の推計】人口　283,063人（男　135,466人　女　147,597人）　世帯数　125,300世帯
【平成24年12月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 164人　死亡 233人　転入 951人　転出 939人

火災 ₃件（前年同月差 −₃件）　救急出動 1,432件（前年同月差 ＋144件）
交通事故（速報値集計数）発生 136件　死者 1人　負傷者 163人

12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/


