
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

行政書士による無料相談会
　相続遺言、公正証書、交通事故、内容
証明、後見制度、在留証明等
 日時 9月28日（木）14時～ 16時
 場所 伏見区総合庁舎4階第5会議室
 問合せ 京都府行政書士会第6支部事務局
伏見分室（☎575-2808）

司法書士による登記・法律無料相談会
 日時 10月12日（木）13時15分～ 15時45
分（1人最大30分）
 場所･定員 区役所8名、支所各4名（当日先
着順、予約可※予約は問合せ先まで）
 問合せ 京都司法書士会（☎255-2566）

保険年金

①国民健康保険（国保）加入の届出
は14日以内に
　職場の健康保険等に加入している方と
その被扶養者、生活保護受給者及び後期
高齢者医療の被保険者以外の方は、国保
に加入しなければいけません。
　次の㋐～㋓に該当したときは、14日以
内に当課へ届出をしてください。
　なお、届出が遅れた場合、保険料はさ
かのぼって（最長2年度分）納付いただき
ます。その間の医療費等はやむを得ない
理由がある場合を除き、全額自己負担と
なります。詳細は問合せ先へ。
㋐他の市町村から転入したとき
㋑退職等で職場の健康保険や国保組合を
やめたとき
㋒生活保護を受けなくなったとき
㋓国保の加入者に子どもが生まれたとき

②10月から保険料の特別徴収が
開始される方へ
　特別徴収（年金からの引落し）の開始通
知を7月にお送りしています。口座振替
をご希望の方は、金融機関等で手続き後、
口座振替依頼書（控）を持参のうえ、当課
へ納付方法変更をお申し出ください。
 問合せ（①②共通） 保険年金課（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

保　健

高齢者インフルエンザ予防接種が
始まります。
期間10月16日～ 1月31日
 対象 ①接種日に65歳以上②心臓・腎臓・
呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウィ

 日時 
 場所 
 問合せ 

 日時 

 場所･定員 

 問合せ 

 問合せ（①②共通） 

 対象 

ルスにより免疫機能に障害を持つ60 ～
64歳
 実施場所 市インフルエンザ予防接種協力
医療機関（要予約）※協力医療機関がご不
明な場合は、京都いつでもコール（☎661-
3755）へ。
 費用 2,000円※前年の総所得金額により
料金の軽減措置あり（事前申請要）
 申込み 10月2日（月）から区役所･支所の
健康長寿推進課（高齢介護保険担当）まで。
 問合せ 同課(伏◯☎611-2278 深◯☎642-3603
醍◯☎571-6471)

献血にご協力を
日 時 会 場

9月21日
（木）

9時30分～12時30分 日野小学校13時30分～16時
10月17日
（火） 10時～正午 羽束師小学校（ふ

れあいサロン）
 問合せ 健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 醍◯
☎571-6144）

胸部（結核・肺がん）検診、大腸が
ん検診

実 施 日 会　　場

10月

2日（月） 伏見住吉小学校
3日（火） 小栗栖宮山小学校
4日（水） 伏見区役所
10日（火） 藤ノ森小学校
12日（木） 日野小学校

※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 深◯
☎642-3876 醍◯☎571-6747）

イベント・その他

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業
　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 10月14日（土）①向島東中学校：
9時30分～ 11時30分
②向島南自治会館：13時30分～15時30分
10月28日（土）③醍醐総合庁舎：9時～11時
 問合せ ①②伏見まち美化事務所（☎601-
7161）、エコまちステーション（伏◯☎366-
0196）
③山科まち美化事務所（☎573-2457）、エ
コまちステーション（醍◯☎366-0311）

シニアが主役！「公園体操」でつな
がろうin伏見公開講座 費用無料
　誰もが気軽に参加できる「公園体操」。

 実施場所 

 費用 

 申込み 

 問合せ 

 問合せ 

 受付 
 対象 

 費用 

 問合せ 

 日時・場所 

 問合せ 

　みんなで無理なく楽しく身体を動かし、
健康づくりの輪を広げていきませんか。
 日時 10月30日（月）14時～ 15時30分（受
付13時30分～）
 場所 伏見区総合庁舎4階中会議室
 対象 伏見区内（深草・醍醐支所を除く）の
60歳以上で運動制限のない方
 定員 80名（申込先着順）
 持ち物 飲み物、タオル、動きやすい服装
 申込み・問合せ 9月20日（水）～ 10月27日
（金）までに下鳥羽地域包括支援センター
（☎604-5011）へ。

わくわく脳トレーニング教室
 費用無料
＜65歳以上で初参加の方限定＞
　認知症予防の講話、脳トレクイズ
①深草会場
 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）
 日時 10月13日、27日、11月10日、24日、
12月8日、22日（全6回、金曜日）
9時30分～ 10時30分
 定員 15名（申込先着順）
 申込み 9月19日（火）から
電話にて問合せ先まで。
②醍醐会場
 場所 醍醐老人福祉センター
 日時 10月23日、30日、11月13日、27日、
12月11日、25日(全6回、月曜日)
13時～ 14時
 定員 15名（申込多数抽選）
 申込み 10月2日（月）14時から同センター
来所にて。
 問合せ（①②共通） 市深草・醍醐地域介護予
防推進センター（☎641-2543、FAX642-
5154）

だいごスケッチクラブ
 日時 10月7日（土）14時～ 16時
 実施場所 日野誕生院方面
 定員 10名（申込先着順）
 費用 500円（スケッチブック代）
 申込み 9月15日（金）から前日までに電話
で醍醐いきいき市民活動センター（☎
571-0035）へ。

背
せ

割
わり

堤
てい

＆さくらであい館
秋の満喫プラン2017
　淀川三川合流地域のにぎわいを創出す
る「さくらであい館」が、秋の祭典を開催
します！
 日時 10月14日（土）、15日（日）
10時～ 15時
 内容 ジャズ演奏、マルシェ、舟運など
※一部イベントは要事前申込み。
（詳細は、 さくらであい館 検索 ）
 場所 淀川河川公園背割堤地区（八幡市八
幡在応寺）
 問合せ 淀川河川公園管理センター（☎06-
6994-0006）

 日時 

 場所 
 対象 

 定員 
 持ち物 
 申込み・問合せ 

 場所 

 日時 

 定員 
 申込み 

 場所 
 日時 

 定員 
 申込み 

 問合せ（①②共通） 

 日時 
 実施場所 
 定員 
 費用 
 申込み 

 日時 

 内容 

 場所 

 問合せ 

就業構造基本調査を実施します
　全国、地域別の就業構造を明らかにす
るための同調査を10月1日（日）を期日と
して実施します。調査結果は、国や地方
公共団体における雇用政策等に活用しま
す。
　調査の対象となった世帯には、9月下
旬頃に調査員がお伺いしますので、ご回
答をお願いします。
 問合せ 地域力推進室統計担当（☎611-
1295）、市情報化推進室統計解析担当（☎
222-3216）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「二の丸保育園」9月16
日（土）～ 9月28日（木）、「向島二ノ丸
小学校」9月30日（土）～ 10月12日
（木）、「向島藤の木小学校」10月14日
（土）～ 10月26日（木）
◆テーマ図書 「健康」「おでかけ」9月
中、「京都の本」「読書週間推薦図書」「た
べもの」10月中
◆おたのしみ会 10月7日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 10月13日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「月・星・宙」9月中、「ハ
ロウィン」「国宝の美」10月中
◆大人のための折り紙教室 
9月21日（木）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会
10月6日（金）10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「戦国時代」「空をみよ
う」「どうぶつ」9月中、「世界の宗教」
「世界のおまつり」「あき」10月中
◆おたのしみ会 9月23日（土・祝）15時
◆赤ちゃん絵本の会 10月13日（金）11
時

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

9月21日（木）、
10月19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

 問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６１号　　平成２９年９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 182人 ■死亡 239人
▪転入 1,017人 ▪転出 875人

7月中の件数
▪火 災 6件（前年同月差＋2件）▪救急出動 1,500件（前年同月差＋238件）▪交通事故 発生74件 死者0人 負傷者84人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 279,013人

（男：133,696人 女：145,317人）▪世帯数 127,719世帯

※平成29年7月中

※平成29年8月1日現在


