
平成28年度教養教室生徒募集
【多数抽選】

受講期間平成28年4月～平成29年3月
対象市内在住で60歳以上の初心者の方
（1人1教室のみ、再受講は不可）

費用無料（教材費等は実費負担）
※�詳細は各問合せ先へお問い合わせくだ
さい。

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・問合せ返信用のはがき持参で、2月
15日（月）～ 3月5日（土）に同センター窓
口へ（☎603-1285）
醍醐老人福祉センター
募集教室各種ダンス、新舞踊、書道、都
てまり、太極拳、コーラス、詩吟、俳画
申込み・問合せ 2月27日（土）までに同セン
ター窓口へ（☎575-2570）
市呉竹文化センターの催し
入場無料・申込不要（当日先着順・全席自由）
1「京・伏見音楽サークル 和音」
スプリングコンサート
日時 2月25日（木）
10時20分～ 11時50分（開場10時）
対象・定員 0歳児から入場可:600名
2マンドリン演奏とワークショップ
①子どものためのコンサートと体験
②若い演奏家のためのワークショップ
日時 3月13日（日）
①11時～正午（開場10時30分）
②14時～16時（開場13時30分）
対象・定員①0歳～小学生:100名
②中～大学生のマンドリン奏者:100名
※②のみ楽器持参・要予約（問合せ先へ）
【1･2共通】

場所市呉竹文化センターホール
問合せ同センター（☎603-2463）
市東部文化会館の催し
入場無料・申込不要（当日先着順・全席自由）
第28回ブラスバンド・イーストフェス
ティバル
日時 3月13日（日）13時～ 16時30分
（開場12時30分）

場所市東部文化会館ホール
定員 550名
問合せ同会館（☎502-1012）
親子で聴く講演会� 入場無料

～宇宙への夢と希望～
日時 3月19日（土）
11時～正午
（受付10時30分）

場所府総合教育センター
（桃山毛利長門西町）

対象小学生の親子と中学生
定員 500名（申込先着順）
講師星出�彰彦�氏（宇宙飛行士）
申込み 3月10日（木）までに
FAX（621-5689）又はメールで（info@
fushimigakusha.org）
問合せ伏見楽舎（松井☎611-4714）

特別児童扶養手当について
対象中程度以上の知的・精神・身体障害の
ある20歳未満の児童を家庭で養育して
いる父母、又は父母に代わりその児童を
養育している方。
※詳細はお問い合わせください。
問合せ支援（支援保護）課
（◯伏☎611-2392◯深☎642-3574◯醍☎571-6372）

醍醐支所管内にお住まいの方へ 
上下水道局山科営業所は、 
4月1日（金）から「東部営業所」に 
名称を変更します
※�営業所の所在地及び電話番号は従来ど
おりです。

所在地山科区椥辻西浦町1番地の11
（☎592-3058�FAX501-1746）

問合せ上下水道局お客さまサービス推進
室（☎672-7733�FAX671-4165）
京都地方法務局からのお知らせ
　確定申告等で必要となる土地・建物の
登記事項証明書は、オンラインによる請
求が便利でお得です。詳細は、同局ホー
ムページをご覧ください。
問合せ同局不動産登記部門（☎231-0214）、
法人登記部門（☎231-0292）

図書特別整理のための臨時休館
向島図書館 2月29日（月）～ 3月2日（水）
醍醐図書館 2月22日（月）～ 24日（水）
久我のもり
図書館 2月15日（月）～ 17日（水）

◆向島図書館 ☎622-7001
えのひろば
「向島東中学校生徒作品
展」2月18日（木）まで、「春の作品展」3月
12日（土）～ 4月7日（木）
図書特設コーナー「外国の本」2月中、
「TV・映画本」3月中
絵本展示コーナー「ベストセラー絵本」
2月中、「むかしばなし」3月中
おたのしみ会3月5日（土）11時
赤ちゃん絵本の会3月11日（金）11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書「恋って�愛って!!」2月中
「新しいこと始めよう」3月中
おたのしみ会2月27日（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会3月4日（金）10時30分
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「池波正太郎×司馬遼太郎
―同時代を生きた二人―」2月中、
「東日本大震災―記録と復興―」3月中
おたのしみ会2月27日（土）15時
赤ちゃん絵本の会3月11日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

2月

18日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～正午 納所小学校

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

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 2月24日、3月2日、9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（当日先着順）
整理券は、区役所・深草支所で当日9時、
醍醐支所は8時30分から配付します。
行政相談行政相談委員による無料相談
日時毎月第3火曜日
13時30分～ 15時30分
（醍醐寺理性院は13時～ 14時30分）

場所区役所・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）

国保の口座振替の手続きには�
「ペイジー口座振替受付サービス」�
が便利です
　対象金融機関のキャッシュカードがあ
れば、簡単に口座振替の手続ができます
（後期高齢者医療制度は対象外）。

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、滋賀
銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀
行、みずほ銀行
申込みに必要なものキャッシュカード（受
付時に暗証番号の入力が必要）、国保記
号番号がわかるもの（保険証、納入通知
書、領収書等）
申込み・問合せ保険年金課
（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）
こんなときには届出を
　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。
○20歳になったとき
○�会社等を退職し、厚生年金保険の被保
険者資格を喪失したとき
○�第3号被保険者が厚生年金保険の被保
険者の扶養からはずれたとき

問合せ保険年金課
（◯伏☎611-1875◯深☎642-3826◯醍☎571-6529）

児童扶養手当について
　離婚等により、父又は母と生計を同じ
くしていない児童を育てている家庭（ひ
とり親家庭等）に対し支給します。
支給対象の児童
18歳に到達以後最初の3月31日までの児
童（特別児童扶養手当の対象と同程度の
障害の状態にある場合は20歳未満）
支給請求月の翌月分から支給（要件あ
り）※詳細はお問い合わせください。
問合せ支援（支援保護）課
（◯伏☎611-2391◯深☎642-3564◯醍☎571-6392）

イベントイベント
市深草・醍醐地域�
介護予防推進センターの催し

① 介護予防! 
京野菜を使った体にやさしい献立
　簡単で栄養のある料理を作りましょう。
日時 2月24日（水）9時30分～正午
場所京エコロジーセンター
定員 12名
費用 600円
持ち物エプロン・三角
巾・タオル
②ものづくりで認知症予防!
　牛乳パックを使っ
て簡単メガネケース
作り。
日時 3月22日（火）
13時30分～14時30分
場所醍醐総合庁舎3階会議室
定員 10名
費用無料
持ち物洗濯ばさみ7～ 10個、はさみ
【①②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
申込み・問合せ
①2月15日（月）～、②3月8日（火）～、
いずれも8時30分から電話で同センター
へ（☎641-2543）
ボランティアを知ろう!� 入場無料

①福祉ボランティア展
区内で活動しているボランティアサーク
ルの活動を紹介
日時 2月29日（月）10時～ 15時
②ボランティア講座
ボランティアに興味がある方、やってみ
たい方、大募集!!
日時 3月7日（月）13時～ 16時
定員 15名（申込先着順）
申込み問合せ先へ電話で
【①②共通】

場所納屋町商店街（②は同商店街コミュ
ニティホール）
問合せ伏見区社会福祉協議会
（小仲☎603-1287）
障がい児者の�
地域生活支援を考える�
伏見区民のつどい・2016� 入場無料

～演劇「はるなが伏見にやってきた」～
　障がいのある人もない人も、生活しや
すい伏見区になるように、ともに学び考
える研修会
日時 3月13日（日）14時～ 16時30分
（受付13時30分～）

場所桃山東文化ホール（桃山町西町15）
定員 150名程度（当日先着順）
申込み不要
※�手話通訳・要約筆記が必要な方は受付
にお申し出ください。

問合せ市南部障害者地域生活支援セン
ター「かけはし」（☎641-2560）

お知らせ

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。

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

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/

記号の見方

推計人口【平成27年9月1日現在】人口 280,880人（男 134,355人　女 146,525人）　世帯数 128,119世帯
※平成27年10月1日現在で国勢調査が実施されたため、上記以降の推計人口は28年2月以降に公表します。

【平成27年12月中】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 167人　死亡 230人　転入 755人　転出 824人

火災 3件（前年同月差 －2件）　救急出動 1,474件（前年同月差 －64件）
交通事故（速報値集計数）発生 67件　死者 0人　負傷者 74人

12月中
の件数

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第242号　　平成28年2月15日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。


