
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 2月21日、28日、3月7日、14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 2月20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 まちづくり推進担当
（伏◯☎611-1144 深◯☎642-3203 醍◯☎571-
6135）

保険年金

国保の口座振替の手続きが簡単に
できます。
　対象金融機関のキャッシュカードがあ
れば、簡単に口座振替の申込みができま
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・問合せ保険年金課資格担当(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 保険年金課保険給付･年金担当
（伏◯☎611-1875 深◯☎642-3826 醍◯☎571-
6529）

SS

福　祉

児童扶養手当・特別児童扶養手当
①児童扶養手当
　離婚等で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、請求月の翌月分から支
給される手当です。（所得等の制限有り）
対象 18歳到達以後最初の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）
②特別児童扶養手当
　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育てている父
母、又は父母に代わりその児童を養育し
ている人に対し、請求月の翌月分から支
給される手当です。（所得等の制限有り）
問合せ ①子どもはぐくみ室（伏◯☎611-
2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）
②障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯☎
642-3574 醍◯☎571-6372）

イベント・その他

もり森 もく木 りん林展
～森林の川上から川下へ～
　森林の現状や木に関する仕事について
楽しく学べる展示を開催！木のおもちゃ
特設ミニコーナーも用意していますの
で、ご家族でお越しください。
展示期間 2月6日（火）～3月31日（土）
※休館日及び2月25日（日）は除く。
場所京

みやこ

エコロジーセンター

木の時計作りワークショップ
　木で時計盤を装飾し、自分だけのオリ
ジナル時計を作りませんか。
日時 3月24日（土）①10時～正午
②14時～16時
対象小学生以上
（小学4年生以下は要保護者同伴）

定員各回10名（申込先着順）
費用 1,000円（材料費）
申込み 3月2日（金）から16日（金）までに
問合せ先まで
問合せ同センター（☎641-0911）

墨染交響楽団によるオーケストラ
名曲コンサート 
 入場無料・要整理券
　誰もが聴いたことのあるオーケストラ
の名曲を演奏します。
日時 2月25日（日）14時～16時（開場13時）
場所呉竹文化センター ホール
定員 600名
問合せ同センター
（☎603-2463）

期間中、関連イベント開催！

京都橘大学吹奏楽部による「スプ
リングコンサート2018」 
 入場無料・要整理券
日時 3月11日（日）①10時30分～②15時～
約2時間（開場は開演の30分前から）
場所東部文化会館 ホール
定員 550名
問合せ同会館（☎502-1012）

図書館
 

　伏見薬剤師会による健康イベントを実施します。お薬・健康・
介護に関するお困りごとをご相談ください。
日時 3月4日（日）10時30分～ 16時
場所伏見区役所 1階ホール・ロビー
内容

問合せ伏見薬剤師会（藤枝☎622-7108）、健康長寿推進課（伏◯☎611-1162）

お薬相談、学校薬剤師コーナー
キッズファーマシー（子ども向け
薬剤師体験）
かかりつけ薬剤師コーナー

高齢サポートによる相談
健康運動士によるいきいき
筋トレ教室

エコー診断、骨密度診断
血圧測定、血管年齢測定
物忘れ診断、栄養士による相談
伏見歯科医師会による歯科・口腔衛生相談

ＪＡ洛南による採れたて野
菜販売、占い（手相・四柱推
命）、ヨーヨー釣り
スーパーボールすくいなど

健康 その他

お薬 介護・予防

出店ブース
（予定）

「本当は怖い！痛風・高尿酸血症」1階ホール　11時～
講師 益田 郁子医師（十条武田リハビリテーション病院リウマチ科）

講演会

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島東中学校」2月10
日（土）～3月1日（木）
◆テーマ図書 「外国文学」「人気の絵
本」2月中、「made in Japan」「春」3
月中
◆おたのしみ会 
2月17日（土）、3月3日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 
2月16日（金）、3月9日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「お菓子」2月中、「春を
待つ」3月中
◆おたのしみ会 
2月24日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 
3月2日（金）10時30分

費用無料・申込不要お薬フェスタin伏
ふし

水
み

～あなたの健康応援サポーター★薬剤師★～

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「冬のスポーツ」「おかし
の本」「おに・ようかい」2月中、「新生
活応援！」「自然」「はな・しょくぶつ」3
月中
◆おたのしみ会 2月24日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 3月9日（金）11時

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

3
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

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６６号　　平成３０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。

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 161人 ■死亡 245人
▪転入 891人 ▪転出 847人

12月中の件数
▪火 災 2件（前年同月差ー7件）▪救急出動 1,601件（前年同月差＋186件）▪交通事故 発生74件 死者0人 負傷者88人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,848人

（男：133,564人 女：145,284人）▪世帯数 128,057世帯

※平成29年12月中

※平成30年1月1日現在


