
数字でみる伏見区

記号の見方 ○伏＝伏見区役所 ○深＝深草支所 ○醍＝醍醐支所

京都いつでもコール
8時～21時／年中無休

京都いつでもコール 検索

☎ 661-3755
℻ 661-5855 

■伏見区役所 〒612-8511 鷹匠町39-２ ☎611-1101（代）
■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）
■神川出張所 ☎921-0028　■淀出張所 ☎631-2040

区役所・支所

相　談
お気軽にご相談ください 費用無料
①弁護士による京都市民法律相談
 日時 8月17日、24日、31日、9月7日、14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・支所にて当日9時（醍醐
支所8時30分）から配付。
＜10月から予約制になります！＞

予約受付

相談日（毎週水曜日）の週の月
曜日から相談日当日まで
8時30分～17時（閉庁日除く）
例：10月5日（水）の相談予約は
10月3日（月）受付開始。

予約方法 来庁又は電話にて問合せ先へ。
 定員 区役所12名、支所6名

②行政相談委員による無料行政相談
 日時 8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）
※毎月第3火曜日に開催
 場所 区役所・深草支所・醍醐寺理性院
 ①②に関する問合せ 地域力推進室まちづく
り推進担当（伏◯☎611-1144 深◯☎642-3203
醍◯☎571-6135）

保険年金

高額な医療費等の負担軽減
　「限度額適用認定証等（認定証）」を保
険証と併せて医療機関へ提示すると、入
院等における高額な医療費の支払いが自
己負担限度額までで済みます。市民税非
課税世帯の方は、食事代についても減額
されます。認定証の交付には、保険証と
印鑑を持参し、当課へ申請してください。
※70歳～ 74歳の国保加入者、後期高齢
者医療加入者で、市民税課税世帯の方は、
申請不要です。
 問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1875 深◯☎
642-3826 醍◯☎571-6529）

福　祉

各種手当の届出をお忘れなく
　以下の手当等を継続して受給いただく
ために①児童扶養手当は現況届を8月31
日（水）までに②特別児童扶養手当は所得
状況届を9月9日（金）までに③特別障害
者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手
当、外国籍市民重度障害者特別給付金は
現況届を9月9日（金）までにご提出くだ
さい。
　お忘れになりますと、8月分以降の手
当が受けられなくなります。

 日時 

 場所 
 定員 

 定員 

 日時 

 場所 
 ①②に関する問合せ 

 問合せ 

 問合せ 支援課（伏◯☎①611-2391②③611-
2392 醍◯☎①571-6392②③571-6372）支援
保護課（深◯☎①642-3564②③642-3574）

保　健

献血にご協力を
日 時 場 所

9月1日
（木）

10時～正午 （株）寺内製作所13時～15時30分
 問合せ 健康づくり推進課（伏◯☎611-1161）

胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診
日 時 場 所

8月 22日（月） 春日野小学校
24日（水） 小栗栖小学校

9月

 5日（月） 向島二の丸小学校
 6日（火） 桃山東小学校
 9日（金） 醍醐西小学校
12日（月） 向島小学校
16日（金） 下鳥羽小学校

※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）

HIV（エイズ）・性感染症検査
【匿名・無料】
　後天性免疫不全症候群（AIDS：
エイズ）の原因になるHIV（ヒト免
疫不全ウイルス）の抗体検査です。
（性感染症検査も同時に受検可）
 日時 毎週金曜日：9時～ 10時30分
＊  検査結果は、2週間後の検査実施日に
来所にてお知らせします。

 場所 伏見区総合庁舎2階保健センター
 申込み 不要
 問合せ 健康づくり推進課（伏◯☎611-1162）

イベント・その他

伏見青少年活動センター
①STEP（中学生学習支援）ボランティア
募集説明会
 日時 9月8日（木）18時～ 19時
 対象 市内在住・在学・在勤の18歳～ 30歳
 定員 10名（申込先着順）
②ごちゃまぜスポーツ
 日時 8月25日（木）15時～ 18時
 内容 卓球
 対象 市内在住・在学・
在勤の13歳～ 30歳
<①②共通>
 費用 無料
 申込み・問合せ ①のみ8月20日（土）～ 30
日（火）までに電話、FAX、メール、又は
来館にて同センターへ（☎611-4910、
FAX604-4910、 fushimi@ys-kyoto.
org）
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醍醐いきいき市民活動センター
だいごdeはんなりカフェ～ミニチュア
かご作り～ 女性限定・子連れ可
 日時 9月14日（水）10時30分～ 11時30分
 場所 同センター隣の高齢者ふれあいサロ
ン
 内容 クラフトを編んでミニチュアワール
ドを作りませんか。
 定員 10名（申込先着順）
 費用 300円
 申込み・問合せ 電話にて同センターへ（☎
571-0035）

呉竹文化センター
第23回学生お笑い呉竹寄席
 日時 8月27日（土）13時30分～ 15時30分
（開場13時）
 場所 同センターホール
 内容 落語研究会所属の大学生による落
語、漫才
 費用 入場無料（全席自由）
 申込み 不要
 問合せ 同センター（☎603-2463）

京エコロジーセンター
おうちにあるもんde簡単パーティー
クッキング！
　家で眠っている食材を持ち寄り、知恵
と工夫をプラスして、オリジナルのイタ
リアンメニューを考え、調理します。 
 日時 9月17日（土）10時～ 13時30分
 場所 同センター
 講師 あるもんdeプラス
 持ち物 エプロン・三角巾・手拭タオル・家
で使い切れない食材、使い方の分からな
い食材、使ってみたい食材等2品程度。
（賞味・消費期限内のも
の、調味料や缶詰等は未
開封のもの）
 対象 小学生以上の親子
 定員 20名（申込先着順）
 費用 一人につき500円
 申込み・問合せ 催し名、何を見て申し込ん
だか、参加者全員の氏名、連絡先を8月
15日（月）～ 9月16日（金）に電話、
FAX、ホームページ又は来館にて同セン
ターへ（☎641-0911、FAX641-0912、 HP 
http://www.miyako-eco.jp/）

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収
　「出し方がわからない」等の理由から
捨てられないままになりがちな石油類や
薬品等の「有害・危険ごみ」や、紙パック
等の「資源物」を以下のとおり回収します。
　回収品目等の詳細は、エコまちステー
ション、まち美化事務所に置いてあるチ
ラシ又は市ホームページ内の「移動式拠
点回収事業」のページをご覧ください。
 日時・場所 9月3日（土）
①桃山東文化ホール：9時30分～11時30分
②伏見南浜小学校：13時30分～15時30分
 問合せ 伏見まち美化事務所（☎601-7161）
エコまちステーション（伏◯☎366-0196）

 日時 
 場所 

 内容 

 定員 
 費用 
 申込み・問合せ 

 日時 

 場所 
 内容 

 費用 
 申込み 
 問合せ 

 日時 
 場所 
 講師 
 持ち物 

 対象 
 定員 
 費用 
 申込み・問合せ 

 日時・場所 

 問合せ 

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「城南保育園児童作品
展」8月20日(土)～ 9月1日（木）、「野
の百合保育園児童作品展」9月3日（土）
～ 15日（木）
◆テーマ図書 「夏休み課題図書」「平和
関連図書」「涼」「夏」8月中、「健康」「お
でかけ」9月中
◆クールスポット事業
おたのしみ会 9月3日（土）11時
赤ちゃん絵本の会 9月9日（金）11時
醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「オリンピック」8月中、
「課題図書・自由研究」8月中、「スポー
ツをはじめよう」9月中
◆平和関連図書コーナー 8月中
◆クールスポット事業
おたのしみ会 8月18日（木）10時30分
赤ちゃん絵本の会 9月2日（金）10時
30分
大人向けおたのしみ会（折り紙） 9月8
日（木）14時30分
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「スポーツを楽しむ」「オ
リンピック」「夏休み課題図書」8月中、
「マンガ・アニメ～クールジャパン～」
9月中
◆平和関連図書コーナー 8月中
◆クールスポット事業
おたのしみ会 8月27日（土）15時
赤ちゃん絵本の会 9月9日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

9
月

15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

16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

学校コミュニティプラザ「深草中ゾ
ーン」事業『こころを育む読書さんぽ』
 日時 9月24日（土）①10時～ 12時30分
②14時～ 15時
 場所 深草小学校、コミュニティプラ
ザ深草図書館
 内容 ①講演、リサイクル図書交換会
②深草図書館お楽しみ会
 対象 深草中学校区の方（②は
藤森中学校区の方も参加可）
 費用 無料
 申込み 不要
 問合せ 深草中学校（☎641-6522）
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市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２４８号　　平成２８年８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。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ホープ（☎778-5074）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

■出生 168人 ■死亡 197人
▪転入 669人 ▪転出 862人

6月中の件数
▪火 災 1件（前年同月差－4件）▪救急出動 1,187件（前年同月差－18件）▪交通事故 発生72件 死者0人 負傷者82人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 280,013人

（男：134,067人 女：145,946人）▪世帯数 126,069世帯

※平成28年6月中

※平成28年7月1日現在


