
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 11月16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 12月14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

新しい国民健康保険証は届きまし
たか？
　現在、新しい国民健康保険証（オレンジ
色）を簡易書留郵便等により送付していま
す。配達時にご不在の場合は、郵便局の
保管期間内に再配達を依頼されるか、郵
便局窓口でお受取りください（郵便局の保
管期間経過後は、当課でお受取り）。
　なお、古い保険証（桃色）は、12月1日
（金）から使用できません。古い保険証で
受診した場合は、一旦、医療費の全額を
お支払いいただく必要があります。
 問合せ 保険年金課資格担当(伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

国民健康保険料の休日・夜間納付相談
 休日納付相談 11月19日（日）10時～ 15時
 夜間納付相談 11月17日（金）、28日（火）17
時～ 19時30分
 場所 区役所･支所保険年金課
 問合せ 保険年金課徴収推進担当（伏◯☎
611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-6568）

後期高齢者医療の高額療養費の申請
　医療機関等で支払った一部負担金が自
己負担限度額を超えた場合は、その超え
た額が高額療養費として支給されます。
該当者には「高額療養費支給申請につい
て（お知らせ）」を送付しています。
　支給には、初回のみ当課への申請が必
要となります。必要書類を添えて、お早
めに申請してください。
 問合せ 保険年金課保険給付･年金担当
(伏◯☎611-1875 深◯☎642-3826 醍◯☎571-
6529）
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福　祉

歳末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
年越し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、資金の貸付を行います。
 相談日時 12月8日（金）～ 13日（水）（土日
除く）9時～ 11時30分、13時～ 15時
 貸付日 12月25日（月）
 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）。
●以下の世帯には貸付できません。
○ボ－ナス等の臨時収入がある又は他の
共済制度等による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並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者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 印鑑（朱肉で押すもの）と世帯員全
員の健康保険証（原本）等の住所と家族構
成がわかるものをお持ちのうえ、相談時
にお住まいの区役所・支所の相談会場へ
 問合せ 生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6199）

保　健

献血にご協力を！
日 時 会 場

11月 21日（火）
10時～正午 向島ニュータウ

ン2街区集会所
14時～ 16時 京都老人ホーム

12月

1日
（金）

11時30分～
16時30分

龍谷大学深草学
舎 顕真館前

14日
（木）

10時～正午 納所小学校（ふれ
あいサロン）

14時～ 16時 淀会館
 問合せ 健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 深◯
☎642-3494）

イベント・その他

わくわく栄養教室 65歳以上の方
　骨粗鬆症や高血圧予防の講話・調理実
習等。
 日時 12月25日、1月22日、2月26日、3
月26日（全4回、月曜日）
Ａ 9時30分～ 10時45分
Ｂ 11時～ 12時15分
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 場所 醍醐老人福祉センター
 定員 各10名程度
 費用 800円（調理実習材料費）
 申込み・問合せ 11月21日（火）から
市深草・醍醐地域介護予防推進センター
（☎641-2543、FAX642-5154）へ。

インターナショナルイベントクラブ
　伏見区界隈の散策や季節にちなんだイ
ベントを実施します。
 日時 第3日曜日14時～ 16時（※12月は
23日（土・祝）に実施）
 場所 伏見青少年活動センター
 定員 20名（申込先着順）
 対象 国際交流に関心のある方ならどなたでも
 参加費 100円～
 申込み・問合せ 開催日の一週間前までに氏
名・年齢・電話番号を同センター（☎611-
4910、 fushimi@ys-kyoto.org）へ。

環境カレンダー原画展
～京都議定書誕生20周年記念～
　ハイムーン氏（環境漫画家）が描く、環
境をテーマとしたカレンダー展示。

 展示期間 11月14日（火）～ 12月13日（水）
の9時～ 17時
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター
 問合せ 同センター（☎641-0911）
※木曜日は休館（祝日の場合は、翌平日）

冬の手作り体験
～しめ縄作りdeほっこりタイム
　しめ縄作り＆参加者同士の交流会。
 日時 12月4日（月）10時30分～正午
 場所 醍醐いきいき市民活動センター
 定員 一般10名、未就園児と保護者10組
（申込先着順）
 費用 500円（材料費）
 申込み 11月15日（水）から電話又は来所
で同センター（☎571-0035）へ。

ちょっと素敵な朝からクラシック
　市交響楽団メンバー「京都しんふぉに
えった」によるクラシックコンサート。
 日時 12月8日（金）10時30分～11時30分（開場10時）
 場所 呉竹文化センターホール
 定員 600名（全席自由・先着順）
※未就学児入場不可
 料金 前売券900円、当日券1,000円
 問合せ 同センター（☎603-2463）
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神社で観光トイレ
がオープンしています！ 
　石

いわ

田
た

の杜
もり

にある天穂日命神社（伏見区
石田森西）が、「観光トイレ制度（※）」を活
用して、トイレを整備し、皆さまに快適
にご利用いただけるようになりました。
※民間施設のトイレを、市民や観光客に
広く開放していただく制度。
 問合せ 市まち美化推進課（☎213-4960）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「秋の作品展（一般公
募）」11月1日（水）～ 11月27日（月）、
「人権啓発絵画ポスター展」12月1日
（金）～ 12月25日（月）
◆テーマ図書 「古典の日」「新書」「昔
話」11月中、「人権」「趣味」「クリスマス」
12月中
◆おたのしみ会 12月2日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 12月8日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「からだ　健康」「古典の
日」11月中、「クリスマス」「お正月」「人
権月間」12月中
◆おたのしみ会 11月25日（土）10時
30分、12月16日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 12月1日（金）10
時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「ロシアを知る」「世界の
スゴい人たち」「ふゆのあしおと」11月
中、「人権月間関連図書」「幕末のニッ
ポン」「れきしを学ぼう」「クリスマス」
12月中
◆おたのしみ会 11月25日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 12月8日（金）11
時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

12
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

 問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６３号　　平成２９年１１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 183人 ■死亡 197人
▪転入 882人 ▪転出 868人

9月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差±0件）▪救急出動 1,302件（前年同月差＋100件）▪交通事故 発生64件 死者0人 負傷者78人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,897人

（男：133,592人 女：145,305人）▪世帯数 127,753世帯

※平成29年9月中

※平成29年10月1日現在


