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₃.ステッププラスで転倒予防
　転倒予防や認知症予防に効果的な、リズ
ムに合わせての足踏み・移動を行います。
日時毎月第₂・₄土曜日10時〜11時場所伏
見高齢者ふれあいサロン(竹田醍醐田町
41)定員なし持ち物飲み物・タオル・上靴
費用無料申込み同センターにて受付中
₄.脳トレーニング教室
　認知症予防のための講話と脳の活性化
のために簡単なゲームをします。
日時 11月12日、11月19日、11月26日(全₃
回火曜日)14時〜15時30分
場所プラスしこうえん(深草泓ノ壺町27-
₁)定員15名(先着順)費用無料申込み11月₁
日(金)から深草・南部地域包括支援セン
ターで電話にて受付(☎645-0322)
[₁〜₄共通]
対象介護保険サービスを利用されていない
65歳以上の方で、₁と₃については、医師
から運動制限されていない方
問合せ・申込み深草・醍醐地域介護予防推
進センター (☎641-2543)

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「秋の作品展(一般公募)」10月
₅日(土) 〜30日(水)、「向島藤の木小学校
作品展」11月₂日(土) 〜14日(木)、「向島
二の丸小学校作品展」11月16日(土) 〜28日
(木)、特設コーナー「京都の本(ジュニア
京都検定関連を含む)」₉月〜10月中、「音
楽をかんじる本」10月₁日(火) 〜26日(土)、

「読書週間推薦図書」10月27日(日) 〜11月
₉日(土)、「古典の日」11月中、「お料理」
11月10日(日) 〜30日(土)、絵本展示コーナー

「たべもの」10月中、「秋」11月中、おたの
しみ会11月₉日(土)11時、赤ちゃん絵本の
読み聞かせの会11月15日(金)11時
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「音楽に親しむ」10月中、「夜空
を見上げよう」11月中、おたのしみ会10月
26日(土)15時、赤ちゃん絵本の会11月₈日
(金)11時
◆移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196

日　時 会　場
10/17
(木)

10時〜10時50分 桃山南小学校
11時30分〜12時 納所小学校

10/18
(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
10/19
(土) 10時〜11時30分 いわたの森市営

住宅集会所前11/₉
(土) 10時〜11時30分

11/15
(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

10/31（木）
10時〜12時 桃山東公会堂
13時30分〜
15時30分 京都老人ホーム

問合せ健康づくり推進課(◯伏☎611-1161)
胸部（結核・肺がん）検診、大腸が
ん検診

実施日 会　場

10月

17日（木） 明親小学校
21日（月） 伏見住吉小学校
25日（金） 醍醐総合庁舎
28日（月） 醍醐総合庁舎
29日（火） 伏見区総合庁舎

【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)
受水槽の届出と検査を
行いましょう

　水道水には、配水管から直接給水する
方式と、受水槽にためてから給水する方
式があります。受水槽を設置された方は、
所定の届出用紙により、衛生課に届け出
てください。また、受水槽の有効容量が10
立方メートルを超える「簡易専用水道」
の設置者には、年１回以上、登録検査機
関による「法定検査」を受けることが、
水道法で義務付けられています。
　届出書は、インターネットからダウン
ロードできます。

問合せ衛生課(◯伏☎611-1164)
深草・醍醐地域介護予防推進セン
ターの催し

₁.らくらくタオル体操
　タオルを使いストレッチや筋力トレー
ニング、バランス運動等を行います。
日時 11月14日〜26年₁月23日の第₂・₄
木曜日(全₅回₁月₉日は休み)14時〜15時
場所 醍 醐 総 合 庁 舎₃階 定員15名(先 着
順)費用無料持ち物タオル・飲み物・動き
やすい服と靴申込み10月23日(水)から同セ
ンターにて受付
₂.にこにこ栄養教室
　低栄養の予防のための教室で、骨粗鬆
症や高血圧の予防の講話と調理実習(₁回)
と茶話会(1回)を行います。
場所醍醐老人福祉センター日時 10月28日、
11月25日、12月₉日、₁月27日、₂月24日、
₃月24日(全₆回月曜日)Aグループ₉時30
分〜10時45分Bグループ11時〜12時15分
定員各₈名程度(先着順)費用800円(資料材
料費)申込み10月12日(土)から同センターに
て受付

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（◯伏☎611-1144
◯深☎642-3203◯醍 ☎571-6135）

住宅の建替えに係る固定資産税の
軽減措置について

　毎年１月１日現在で、住宅の敷地とし
て利用されている土地は、特例により固
定資産税が軽減されますが、同日現在で、
既存の住宅の取り壊し工事をされている
土地や建替え予定の土地には、原則とし
てこの特例は適用されません。ただし、
住宅から住宅への建替えで、一定の要件
を満たす場合には、住宅が未完成の場合
でも軽減措置が継続されます。詳しくは
固定資産税課（課税課）までご相談くださ
い。問合せ固定資産税課（◯伏☎611-1693）
課税課（◯深☎642-3410◯醍 ☎571-6410）
滞納市税の一掃を目指して！
11月及び12月は「滞納整理強化期
間」です

　本市では、納税の公平性と市税収入を
確保するため、11月及び12月を市税の「滞
納整理強化期間」に設定し、集中的に市
税徴収の取組を進めていきます。
　期間中は、昼間や平日に不在の方を対
象に、夜間・休日の納税催告等を実施し
ます。又、納付に進展がない滞納者に対
しては、法令の規定に基づき徹底した財
産調査(預貯金、給与、生命保険、不動産、
動産等)や差押えを行い、差し押さえた財
産のうち公売可能なものについては、公
売を実施し、滞納市税の徴収に努めます。
特別な事情で納付が困難な場合は、納税
課までご相談ください。問合せ納税課
(◯伏☎611-1737◯深☎642-3427◯醍 ☎571-6318)

新しい保険証（一人一枚のカード
様式）をお送りします

　現在お持ちの保険証は、11月30日で有効
期限が切れますので、12月1日以降は使用
できません。新しい保険証は、11月中に簡

易書留郵便等によりお届けします。古い
保険証は、細かくきざんで処分するか、
保険年金課へお返しください。
　新しい保険証が届きましたら①保険証
の記載内容に誤りはないか②他の保険に
加入した方や住所を変更した方について
の届出を忘れていないかをお確かめくだ
さい。問合せ保険年金課資格担当

（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍 ☎571-6568）
保険料の滞納にご注意ください

　災害その他の特別の事情がなく保険料
を滞納していると、有効期限を短縮した
保険証の交付、資格証明書(一旦医療費の
全額をお支払いいただきます。)の交付、
財産の差押えを行うことがありますので、
保険料の滞納がある場合は、至急納付し
てください。又、保険料を納付すること
が困難な事情がある場合は、保険年金課
までご相談ください。
問合せ保険年金課徴収推進担当

（◯伏☎611-1871◯深☎642-3813◯醍 ☎571-6568）

平成26年度保育所及び昼間里親入
所申込書の配布

　保育所への入所申込については、随時
福祉事務所で受け付けておりますが、来
年₄月からの入所を希望される方には、
入所申込書を11月上旬から福祉事務所及
び保育所（園）でお渡しします。又、保育
を必要とする生後57日目〜₃歳未満児を
対象とする本市独自事業である昼間里親
についても、福祉事務所で受け付けます。
入所申込書の配布は、11月上旬から福祉事
務所及び各昼間里親でお渡しします。
問合せ支援課（◯伏☎611-2391◯醍 ☎571-6392）
支援保護課（◯深☎642-3564）

骨髄バンクにご登録ください！
10月は「骨髄バンク推進月間」です

　白血病等の血液難病患者さんにとって
骨髄移植は有効な治療法です。わが国で
は、骨髄移植を必要とする患者は、毎年
₂千人以上おられますが、そのうち適合
するドナーが一人も見つからない方は₁
割、実際に移植を受けることができる方
は約₆割です。一人でも多くの患者さん
を救うために、一人でも多くのドナー登
録が必要です。骨髄バンクに登録できる
のは、18歳から54歳までの方で、体重が女
性は40kg以上、男性は45kg以上の方です。
問合せ日本骨髄バンク(☎0120-445-445)
献血にご協力を

日　時 会　場
10/24（木）14時〜16時 大島病院

【平成25年₉月₁日現在の推計】人口　281,996人（男　134,979人　女　147,017人）　世帯数　125,858世帯
【平成25年₈月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 208人　死亡 200人　転入 781人　転出 850人

火災 ₄件（前年同月差 −₂件）　救急出動 1,453件（前年同月差 ＋83件）
交通事故（速報値集計数）発生 51件　死者 ₂人　負傷者 55人

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

₈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/

京都市　簡易専用水道  検索

日　時 会　場


