
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）  ℻611-4716
■深 草 支 所 〒612-0861 深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）  ℻643-7719
■醍 醐 支 所 〒601-1366 醍醐大構町28 ☎571-0003（代）  ℻573-1505
■神川出張所 ☎921-0028  ℻921-2829　
■淀 出 張 所 ☎631-2040  ℻631-4049

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16日、23日、30日、9月6日、
13日（いずれも水曜日）
13時15分～ 15時15分（1組20分以内）
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐支所
 定員 区役所12名・各支所6名（予約制）
 予約 相談日の週の月曜日から相談日当日
の8時30分～ 17時（相談日当日は14時45
分）までに、問合せ先へ来庁または電話
で。（閉庁日を除く）
②行政相談委員による無料行政相談
 日時 8月15日（火）13時30分～ 15時30分
※毎月第3火曜日に開催
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐支所
 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（木）までに②特別児童扶養手当は所得
状況届を9月11日（月）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11日（月）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ので、ご
注意ください。
 問合せ ①子どもはぐくみ室（伏◯☎611-
2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）、②③
障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯☎642-
3574 醍◯☎571-6372）

保　健

胸部（結核・肺がん）検診、大腸が
ん検診（集団健診）

実 施 日 会　　場
9月 4日（月） 向島二の丸小学校
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 場所 
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 ①②に関する問合せ 

 問合せ 

 問合せ 

9月

8日（金） 醍醐西小学校
11日（月） 向島小学校
14日（木） 向島東中学校
19日（火） 桃山東小学校
22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

胸部・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 健康長寿推進課（伏◯☎611-1162 醍◯
☎571-6747）

イベント・その他

ごみ収集の遅れについて
　8月14日から約1ヶ月間、ごみ処理施
設の点検に伴う搬入先の変更により区内
の一部地域で、プラスチック製容器包装
ごみの収集時間が通常よりも遅くなる場
合があります。皆さまのご理解とご協力
をお願いします。
 問合せ 伏見まち美化事務所（☎601-7161、
醍醐支所管内は、山科まち美化事務所（☎
573-2457）へ）
「有害・危険ごみ等の移動式拠点回
収事業」を実施します
　有害・危険ごみ（石油類や薬品等）や、
紙パックなどの資源物を、以下のとおり
回収します。回収品目等の詳細は、問合
せ先に設置のチラシ又は市ホームページ
をご覧ください。
 日時・場所 9月2日（土）①伏見区役所（南側
臨時駐車場）：9時30分～ 11時30分
②横大路小学校第二グラウンド：13時30
分～ 15時30分
 問合せ 伏見まち美化事務所（☎601-7161）
伏見エコまちステーション(☎366-0196）
手づくり市 費用無料・申込不要
　手づくりの作品の展示販売、カフェブ
ースや創作体験ブースなど。奇数月第2
日曜日に定期開催していますので、お気
軽にお越しください。
 日時 9月10日（日）11時～ 16時
 場所 伏見青少年活動センター
 問合せ 同センター（☎611-4910、FAX604-
4910）
エコセンで「通い帳」に挑戦！
 費用無料・申込不要
　エコセンでエコに関する指令をクリア
して、通い帳のスタンプを集め、オリジ
ナルグッズやエコの達人認定証をもらお
う！
 日時 9時～ 17時
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター館内
 問合せ 同センター（☎641-0911）
※木曜日休館（8月30日までは休まず開館）
第17回伏見社会福祉総合センタ
ーふれあいまつり
 日時 8月26日（土）11時～ 15時
 場所 同センター（紙子屋町544）
<アクセス>京阪・近鉄「丹波橋」駅より
西へ徒歩10分、万代スーパー前
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 内容 バンド演奏など各種イベント
 問合せ 同センターふれあいまつり実行委
員会事務局（田中・上山☎603-1287）
呉竹文化センター
①第24回学生お笑い呉竹寄席 
 費用無料・申込不要
 日時 8月26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
②みんなで遊ぼう！親子でコンサート
 申込不要
 日時 9月18日（月・祝）11時
～正午（開場10時30分）
 場所 同センターホール
 内容 うた、ダンス等、幼児
を対象とした親子で楽しめ
るコンサート
 費用 前売券800円（当日券は前売券残の
場合に900円で販売）
※全席指定（ひざ上で観賞の場合は、3歳
未満無料）
 ①②に関する問合せ 同センター（☎603-2463）
秋の筋力アップ教室 費用無料
　自宅で簡単にできるストレッチや座位
での筋力トレーニング等を行います。
 日時 9月7日～ 12月21日（全15回、木曜
日※11月23日（木・祝）は除く。）
Aクラス9時30分～ 10時30分
Bクラス10時45分～ 11時45分
 場所 まちかど相談スポット中部（深草西
浦町5丁目15番地）
 持ち物 タオル、飲み物、上履き
 対象 65歳以上の方で、医師による運動
制限のない方
 定員 A・B各10名程度（申込先着順）
 申込み・問合せ 市深草・醍醐地域介護予防
推進センター（☎641-2543、FAX642-
5154）

質量計（はかり、ひょう量500kg
以下）定期検査
※家庭用のヘルスメーカー、キッチンス
ケール等は対象外
日時（10時～ 14時30分） 会　　場

8月

21日（月） 明親小学校
22日（火） 伏見住吉小学校
23日（水）14時まで 稲荷小学校
24日（木） 向島小学校
28日（月） 伏見南浜小学校
30日（水）14時まで 横大路小学校
31日（木） 深草小学校

9月

 1日（金） 神川小学校
 4日（月） 藤ノ森小学校
 5日（火） 石田小学校
 7日（木）14時まで 下鳥羽小学校
 8日（金） 竹田小学校
12日（火） 醍醐小学校
14日（木） 伏見中学校
15日（金） 桃山東小学校
19日（火） 砂川小学校

 問合せ 京都府計量協会（☎415-3166）
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図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「城南保育園」8月19日
（土）～ 8月31日（木）、「野の百合保育
園」9月2日（土）～ 9月14日（木）、「二
の丸保育園」9月16日（土）～ 9月28日
（木）
◆テーマ図書 「平和関連図
書」「涼」「夏」「夏休み課題図
書」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2日（土）11時
赤ちゃん絵本の会9月8日（金）11時
醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「課題図書・自由研究」
「水辺のいきもの」8月中
◆平和月間関連図書コーナー 8月中、
「月・星・宙」9月中
◆おたのしみ会 8月26日（土）10時30
分～、9月16日（土）10時30分～
◆赤ちゃん絵本の会 9月1日（金）10時
30分～
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「日本の山々」「しぜん」
「自由研究」「夏休み課題図書」8月中、
「戦国時代」「空をみよう」「どうぶつ」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26日（土）15時
赤ちゃん絵本の会9月8日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所
8
月
24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

9
月
15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』 費用無料・申込不要
 日時 9月16日（土）10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）
 問合せ 深 草 中 学 校（ ☎641-6522、
FAX641-6813）

日時
場所

内容

対象

問合せ

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６０号　　平成２９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 160人 ■死亡 189人
▪転入 847人 ▪転出 887人

6月中の件数
▪火 災 6件（前年同月差＋5件）▪救急出動 1,296件（前年同月差＋109件）▪交通事故 発生78件 死者0人 負傷者89人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,924人

（男：133,664人 女：145,260人）▪世帯数 127,554世帯

※平成29年6月中

※平成29年7月1日現在


