
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

お 知 ら せ
伏見区　ラジオ広報番組
FM845（京都リビングエフエム）
●伏見区役所インフォメーション
　毎週金曜　10時45分頃/22時45分頃～

相　談
お気軽にご相談ください 
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）
③に関する問合せ市まち再生・創造推進室
（☎222-3503）
①弁護士による京都市民法律相談
日時 10月16日、23日、30日、11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
定員区役所各日12組・各支所各日6組
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（当日は14時45分）ま
でに、来庁又は電話で（閉庁日を除く）
②行政相談委員による無料行政相談
 申込不要
日時 10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
③空き家相談員による不動産（空
き家等）相談 申込不要
日時 11月7日（木）13時30分～16時
場所伏見区役所1階相談室

市民窓口

来年4月に小学校・義務教育学校に入学す
る新1年生（平成25年4月2日～平成26年
4月1日生まれの児童）の保護者の方へ
　入学に関する書類（入学届等）を10月下
旬頃郵送しますので、11月6日までに指
定の学校に提出してください（国・私立小
学校に入学予定の方や引っ越し予定の方
も指定の学校への提出が必要）。就学時
健康診断の日程は、提出時に案内します
（各学校のホームページにも掲載）。
問合せ
書類が届かない場合市民窓口課（伏◯☎
611-1410 深◯☎642-3328 醍◯☎571-6336）
出張所（神川☎921-0028淀◯☎631-2040）
就学時健康診断指定の学校又は市教育委
員会体育健康教育室（☎708-5321）
その他指定の学校又は市教育委員会調査
課（☎222-3772）

税
税に関する習字展
　区内の小学6年生から募集した税をテ
ーマにした習字の優秀作品を展示。
日時①10月29日（火）～11月5日（火）②
11月8日（金）～14日（木）③11月19日（火）
～21日（木）
※平日の開庁時間内（②は土日も閲覧可）
場所①醍醐支所2階ロビー（醍醐地域内
作品のみ展示）②伏見区役所1階ロビー③
深草支所1階コミュニティーホール
問合せ伏見税務署総務課（☎641-5111）

無料
令和元年分年末調整（給与支払報
告書等作成）説明会 無料・申込不要
　年末調整の方法や給与支払報告書（源
泉徴収票）等の作成に関する説明会を開
催します。

日　時 場　所
11月18日（月）13～
15時

①呉竹文化センター
（京町南7-35-1）

11月22日（金）13時
30分～15時30分

②東部文化会館（山科
区椥辻西浦町1-8）

問合せ①伏見税務署（☎641-5111）②東山
税務署（☎561-1131）

保険年金
新しい保険証を11月中に送付
　現在お持ちの保険証の有効期限は11月
末です。新しい保険証が届いたら、記載
内容に誤りがないか、他の保険に加入し
た方や住所変更した方の届出を忘れてい
ないかをご確認ください。
問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1864 深◯☎
642-3809 醍◯☎571-6568）

福　祉

2019福祉用具フェスタin伏見
 無料・申込不要
　伏見区介護サービス事業者連絡会によ
る、身近な福祉用具を紹介する展示会。
骨密度・血管年齢等の測定会も実施しま
す。
日時 11月5日（火）10時30分～16時30分
場所伏見区役所1階ホール・ロビー
展示品目歩行器、シルバーカー、手すり、
車いす、ベッド、床ずれ防止用具、リフ
ト、入浴用品等
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2279）
京都サンガF.C.　健康アカデミー
 無料
　京都サンガF.C.のコーチによる健康体
操教室。
日時 11月18日（月）10時～11時30分
場所醍醐地域体育館（醍醐高畑町30-1）
対象運動制限のない60歳以上の方
定員 100名（多数抽選）
申込み・問合せ 11月5日までに電話で地域
包括支援センター（醍醐南部☎572-6572、
醍醐北部☎571-3560）へ
生活まるごとお役立ち展in山科･
醍醐 無料・申込不要
　シニア必見の知って得するサービスあ
れこれをご紹介！健康測定コーナーもあ
ります。
日時 11月19日（火）11時30分～15時30
分（最終受付15時）
場所醍醐交流会館（醍醐高畑町30-1）
対象山科・醍醐地域に在住の方
問合せ高齢サポート・醍醐北部（☎571-
3560）

保　健

献血にご協力を
日　時 会　場

10月30日
（水）

10～12時 神川小学校
14～16時 神川出張所

10月31日
（木）

9時30分～
12時30分 日野小学校13時30分
～16時

11月9日
（土）

10～12時 パセオ･ダイゴロー
西館2階アトリウム13～16時

問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 醍◯
☎571-6144）

【集団健診】胸部（結核・肺がん）、
大腸がん検診 申込不要

実施日 会　場

10月

17日（木） 日野小学校
23日（水） 春日野小学校
24日（木） 明親小学校
25日（金） 稲荷小学校
28日（月） 藤ノ森小学校
29日（火） 下鳥羽小学校
31日（木） 醍醐支所

※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
※65歳以上の方は感染症法により年1回
の胸部検診の受診が義務付けられていま
す。
費用胸部検診：無料（喀痰検査は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
稲荷・砂川地域一斉清掃

無料・申込不要
日時 11月9日（土）10～11時
※雨天中止（開催の有無は、当日8時以降
に京都いつでもコール
（3面上部参照）へ）
※清掃用具はご用意し
ます。
集合場所稲荷小学校（深草開土町12-1）
問合せ まちづくり推進担当（深◯☎642-
3203）

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、薬品等）や資源
物（紙パック等）を回収。詳細は、問合せ
先に設置のチラシ又は市ホームページで。

日　時 場　所

11
月

9日（土） 9～11時 醍醐辰巳公園
13～15時 醍醐小学校

16日（土） 9～11時 小栗栖宮山小学校13～15時 醍醐西自治会館
30日（土） 9～11時 醍醐支所

問合せ山科まち美化事務所（☎573-2457）
エコまちステーション（醍◯☎366-0311）
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対象イベント

第15回コーラスフェスティバルin
山科･醍醐 無料・申込不要
　山科及び伏見区醍醐地域を拠点に活動
するコーラス団体による合同発表会。
日時 10月27日（日）13～17時
場所 東部文化会館（山科区椥辻西浦町
1-8）
定員 550名（当日先着順）
問合せ同会館（☎502-1012）
醍醐いきいき市民活動センターの
催し
場所同センター（醍醐外山街道町21-21）
申込み・問合せ 10月15日～①23日②11月7
日に電話で同センター（☎571-0035）へ
①だいごdeオレンジカフェ
　ミニブーケやお菓子作りを通じて認知
症の理解を深めましょう。
日時 10月24日（木）13時30分
～15時
定員 10名（先着順）
費用 300円
②秋の手作り体験
　「ブリザーブドフラワー」と「ハーバリ
ウム」。お好きな方を選んで作りませんか。
日時 11月14日（木）10時30分～12時
定員一般の方10名、未就園児と保護者
10組（先着順）
費用 1,000円

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島藤の木小学校」10
月12日（土）～24日（木）、「秋の作品
展（一般公募）」11月1日（金）～28日（木）
◆テーマ図書 「京都の本」「番組小学校
150年」「本・としょかん」10月中、「古
典の日」「伝統文化を楽しむ」「おいしい
もの」11月中
◆おたのしみ会 10月26日
（土）11時、11月2日（土）
11時
◆赤ちゃん絵本の会 
11月8日（金）11時
醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「どんな小説がお好きで
すか？」10月中、「芸術は素晴らしい」
「古典の日」11月中
◆おたのしみ会 10月26日（土）10時
30分、11月16日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 
11月1日（金）10時30分
◆辰巳保育所によるおたのしみ会 
11月7日（木）10時30分
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「スポーツの秋」、「昔へ
タイムスリップ」、「ぼうけん」10月中、
「国境」、「芸術」、「たべもののあき」「古
典の日関連図書（1日から2週間）」11月
中
◆おたのしみ会 10月26日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 11月8日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

11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

図書館
無料・申込不要

集合場所が
変わりました！
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