
第2回9月10日（木）、第3回9月28日（月）
いずれも受付：10時、講座：10時15分～
11時45分
場所 第1回深草総合庁舎3階
保健センター
第2回以降同庁舎4階第3会
議室
定員第1回：①②各7名、③④各8名、第
2回以降：30名（保育定員20名、第1回～
第3回まで保育あり、申込先着順）
対象区内在住の18歳～ 39歳の女性（昭和
51年4月1日以降にお生まれの方）で、健
診を受ける機会のない方（なるべく全回
参加できる方）
費用青年期健康診査500円（骨粗しょう症
予防健康診査希望の場合は、別途1,000
円）※料金免除あり
申込み・問合せ 7月24日（金）までに健康づ
くり推進室（◯深☎642-3879）へ電話で

◆向島図書館 ☎622-7001
えのひろば
「二の丸北小学校児童作品展」：
6月13日（土）～ 25日（木）
「向島南小学校児童作品展」：
6月27日（土）～ 7月9日（木）
「城南第二保育園児童作品展」：
7月11日（土）～23日（木）
特設コーナー
「環境月間」「地球環境」�
6月中
「スポーツ」7月中
「夏休み課題図書」7月～ 8月
絵本展示コーナー
「動物」6月中、「てがみ」7月中
おたのしみ会7月4日（土）11時
赤ちゃん絵本の会
6月12日（金）、7月10日（金）各11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書「涼～SUZUMI」6月中
「環境月間関連図書」6月中
「課題図書・自由研究」7月中
おたのしみ会6月27日（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会7月3日（金）10時30分
◆久我のもり図書館 ☎934-2306
テーマ図書「女性の活躍/輝く女性」6月
中、「原子力について考える」7月中
「環境月間関連図書コーナー」6月中
おたのしみ会6月27日（土）15時
赤ちゃん絵本の会7月10日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

6月18日
（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月19日
（金）

10時
～ 10時40分

ローソン淀際
目町店駐車場

11時
～ 11時50分 明親小学校

場合は、いったん、医療機関等の窓口で
医療費の全額をお支払いいただかなけれ
ばならないことがあります。
問合せ保険年金課資格担当（◯伏☎611-
1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）

夏季特別生活相談及び 
特別生活資金貸付
　疾病、不測の事故等のため、一時的に
お盆の生活に困っておられる世帯に対して
生活相談を行い、必要と認められる世帯
に、夏季特別生活資金の貸付を行います。
相談日時 7月9日（木）～ 14日（火）9時～
11時30分、13時～ 15時
※ただし土・日を除く
資金貸付日 7月24日（金）
貸付内容 1人当たり3万円を目安として1
世帯15万円まで。担保、保証人は不要。
無利子。返済は2年以内（原則均等月賦
据置期間有）
＊次の世帯には貸付できません。
○�ボーナス等の臨時収入がある、又は他
の共済制度等により貸付けが受けられ
る
○�生活保護を受けている
○�中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法
律第14条第1項等に規定する支援給付
を受けている
○�以前に夏季又は歳末にこの資金の貸付
けを受け、償還が完了していない
○�償還能力に欠けると認められる
○�京都市暴力団排除条例第2条第4号に
規定する暴力団員等及び第5号に規定
する暴力団密接関係者の属する世帯

申込み健康保険証（世帯員全員）等、住所
と家族構成を明らかにできるものと印鑑
（朱肉で押すもの）をお持ちのうえ、相談
日にお住まいの区役所・支所の相談会場
へ
問合せ福祉介護課（◯伏☎611-2268
◯深☎642-3493◯醍☎571-6199）
6月からひとり親家庭高等学校 
卒業程度認定試験合格支援事業が 
始まりました！
　母子家庭、父子家庭の親が高卒認定試
験（旧大検）合格のための講座（通信講座
を含む）を受講・修了し、合格したときに
受講費用の一部を支給します（受講開始
前に申請が必要です）。
対象市内にお住まいの母子家庭、父子家
庭の親（所得制限有）
支給額

受講修了時給付金 受講費用の2割
合格時給付金 受講費用の4割

申込み 支援課（◯伏 ☎611-2391◯醍 ☎571-
6392）、支援保護課（◯深☎642-3564）
桃陽病院アトピー・ぜん息スクール
　アトピー・ぜん息についての正しい知
識とスキンケア、軟膏処置、発作時の対
処方法を学びましょう。
日時 6月25日（木）9時30分～ 12時

無料相談
お気軽にご相談ください
法律相談弁護士による無料相談
日時 6月17日、24日、7月1日、8日、15
日（いずれも水曜日）13時15分～ 15時45
分（1人15分程度）
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
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
日時 6月16日（火）13時30分～ 15時30分
（醍醐寺理性院は13時～ 14時30分）

場所伏見区役所・深草支所・醍醐寺理性院
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）

市民税臨時窓口を開設
　平成27年度の市・府民税が課税される
方には、納税通知書を6月10日（水）付で
発送します。通知書送付後は6月30日

（火）まで区役所・支所に市民税臨時窓口
を開設します。お問い合わせの際には納
税通知書をお持ちください。
　なお、今回送付するのは、納付書又は
口座振替、公的年金からの引き落としで
納めていただく方が対象です。給与所得
者の方にはお勤め先を通じて「市・府民税
特別徴収税額の決定通知書」をお渡しし
ます。
問合せ市税事務所市民税第2担当
（◯伏◯深☎746-5834◯醍☎746-5837）

国民健康保険からのお知らせ
　平成27年度分の国民健康保険料をお
知らせする保険料納入通知書を、今月中
旬にお送りします。
　現在、保険料を納付書で納めていただ
いている世帯には、保険料納入通知書に
口座振替の申込書を添付しています。便
利な口座振替をぜひご利用ください。
　特別徴収（年金からの引落し）による納
付の方で、口座振替への変更をご希望の
場合は、保険年金課へ口座振替の申込み
と併せて納付方法の変更をお申し出くだ
さい。
　なお、保険料の納付が困難な事情があ
るときは、減額が適用される場合もあり
ますので、7月末までになるべく早くご
相談ください。それ以降になりますと、
減額できる額が少なくなりますのでご注
意ください。
後期高齢者医療制度からの 
お知らせ
　7月末までに新しい保険証をお届けし
ます。なお、古い保険証（平成27年7月
31日（金）まで有効期限のもの）は、8月1
日（土）から使用できません。8月1日以
降に新しい保険証を提示せずに受診した

場所伏見区総合庁舎4階第5会議室
対象市内在住の乳幼児から小学6年生ま
でのアトピー・ぜん息を持つ児童とその
保護者
定員 15組（申込多数の場合は抽選）
費用無料
申込み・問合せ 6月19日（金）までに郵便番
号、住所、保護者・乳幼児及び児童氏名
（ふりがな）、性別、学校（園）名、学年を
ご記入のうえ、郵送（消印有効）又はFAX
で同病院（☎641-8275�FAX641-8307）へ
住所〒612-0833深草大亀谷岩山町48-1

献血にご協力を
日　時 場　所

7月1日
（水）

10時～ 12時 納所小学校
（ふれあいサロン）

14時～ 16時 淀会館

7月13日
（月）

10時～ 12時 スーパーイワキ
駐車場13時～

15時30分

胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診
日　時 場　所

6月 23日（火） 納所小学校
25日（木） 桃山中学校

7月
1日（水） 藤城小学校
2日（木） 醍醐西小学校
8日（水） 北醍醐小学校

【車でのご来場はお断りします】
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：無料、喀痰検査：1,000円
大腸がん検診：300円
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）
わんぱくクッキング 
～楽しく作ろう！お昼ごはん～

対象小学1～ 2年生の児童とその保護者
場所・日時①伏見保健センター8月4日（火）
②同センター深草支所8月12日（水）
③同センター醍醐支所8月5日（水）各10
時～ 13時
内容食材学習と調理実習
持ち物エプロン、三角巾、
タオル、子ども用上靴
定員①15組、②③各10組
費用 1人500円（食材料費）
申込み・問合せ 7月10日（金）から電話で
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）
ずっと“ステキ女子”でいたい 
☆女性のための“健活・美活”講座 

【全3回・無料保育あり】
内容第1回青年期健康診査等の健診　
第2回以降健診結果説明、講話、実技等
日時第1回①8月4日（火）：8時30分～ 9
時30分②同日：9時30分～ 10時30分
③8月18日（火）：8時30分～ 9時30分
④同日：9時30分～ 10時30分
※①～④のいずれか。上記記載は受付時間

お知らせ
【平成27年5月1日現在の推計】人口　280,907人（男 134,401人　女 146,506人）　世帯数 127,916世帯
【平成27年4月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 178人　死亡 218人　転入 2,180人　転出 1,327人

火災 5件（前年同月差 0件）　救急出動 1,404件（前年同月差 +103件）
交通事故（速報値集計数）発生 66件　死者 0人　負傷者 71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。

4月中
の件数数字でみる

伏見区

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）

＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所
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