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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 
行政相談委員による無料行政相談
 申込不要
日時 11月19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
お知らせこの度、行政相談委員の冨松勝
子氏（伏見区役所担当・写真左）が総務大臣
表彰を受賞されました。おめでとうござ
います。

問合せまちづくり推進担当（伏◯☎611-1144
深◯☎642-3203 醍◯☎571-6135）
行政書士による無料相談会 申込不要
日時 11月28日（木）14～16時
場所伏見区役所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
（☎924-0530）
司法書士による登記・法律無料相談会
日時 12月12日（木）13時15分～15時45分
（1人最大30分）
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
定員区役所8名、支所各4名（先着順、予
約可）
問合せ京都司法書士会（☎255-2566）
空き家相談員による不動産（空き
家等）相談 申込不要
日時 12月5日（木）13時30分～16時
場所伏見区役所1階相談室
問合せ市まち再生・創造推進室（☎222-
3503）

保険年金
新しい国民健康保険証は届きましたか？
　新しい国民健康保険証（薄い黄色）を送
付しています。配達時に不在の場合、郵
便局で保管期間内に受け取るか、保管期
間経過後は、当課でお受け取りください。
　旧保険証（薄い緑色）は、12月以降使用
できませんのでご注意ください。
問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

無料
国民健康保険料の休日・夜間納付相談
休日納付相談 11月17日（日）10～15時
夜間納付相談 11月22日（金）、26日（火）17
時～19時30分
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
問合せ 保険年金課徴収推進担当（伏◯☎
611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-6568）

福　祉

歳末特別生活相談及び特別生活資金貸付
　疾病、不測の事故等で、一時的に年越
しの生活にお困りの世帯に対して生活相
談を行い、必要と認められる場合に資金
の貸付を行います。
相談日時 12月10日（火）～13日（金）9時
～11時30分、13～15時
貸付日 12月24日（火）
貸付内容 1人3万円を目安に1世帯15万円
まで。担保、保証人は不要。無利子。2
年以内の均等月賦で返済。
※以下の世帯等には貸付不可
○ボ－ナス等の臨時収入がある又は他の
貸付が受けられる
○生活保護を受けている
○中国残留邦人等に対する支援給付を受
けている
○以前の貸付の償還が完了していない
（80％以上償還済の場合は要相談）
○償還能力に欠けると認められる
○暴力団員及び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）、健康保険証
（世帯員全員分）等、住所と家族構成が分か
るものを持参し、お住まいの区役所・支所へ
問合せ 生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6199）
第9回伏見ふれあい福祉展
 無料・申込不要
　身体障害者への理解を深めるため、支
援機器や支援団体の活動について紹介し
ます。
日時 11月21日（木）10～16時
場所伏見区役所1階ホール
内容聞こえの便利グッズの展示、電動車
椅子体験等
問合せ伏見区身体障害者団体連合会（小
池☎090-4277-8504）
伏見医師会市民公開講座「認知症と共にい
きる～すこやかにいきるために2019～」
 無料・申込不要
日時 11月30日（土）14～16時
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
内容講演1：高齢者てんかんと認知症
講師 大谷 良 氏（国立病院機構京都医療
センター 脳神経内科診療科長）
講演2：認知症と睡眠障害
講師 秋口 一郎 氏（康生会武田病院 神経
脳血管センター所長）
※薬剤師によるお薬相談・健康相談（伏見
薬剤師会）も同時開催！
定員 600名（当日先着順）
問合せ伏見医師会（☎641-3675）

保　健

献血にご協力を
日時 12月2日（月）10時～11時30分、12
時30分～16時30分
場所龍谷大学深草学舎顕真館前
問合せ健康長寿推進課（深◯☎642-3494）

イベント・その他
自家製ポン酢作り＆ポン酢料理を
作ろう！
　旬の“国産ゆず”を使って自家製ポン酢
とポン酢料理を作ります。
日時 11月24日（日）10～13時
場所京

みやこ

エコロジーセンター
（深草池ノ内町13）
対象小学生（要保護者同伴）
定員親子10組（先着順）
費用 2000円（1名追加ごと
に400円）
申込み・問合せ 11月15～23日に電話で同
センター（☎641-0911）へ
京都ホンデリング
　11月25日～12月1日は犯罪被害者週間
です。期間中、不要になった書籍等を寄
贈いただき、その売却代金を犯罪被害者
支援活動に役立てます。
対象ＩＳＢＮ※が付された本又は規格品
番が付されたＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム
※書籍の裏表紙等にＩＳＢＮの文字とそ
れにつづく10桁又は13桁の数字が記載
期間犯罪被害者週間（土日除く）の8時30
分～17時
場所伏見区役所、深草支所、醍醐支所等
問合せ市くらし安全推進課（☎222-3193）
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30日（土） 9～11時 伏見区役所
12月 7日（土） 9～11時 砂川小学校
12月21日（土） 9～11時 藤城小学校第3グ
ラウンド
問合せ 伏見まち美化事務所（☎601-
7161）、エコまちステーション（伏◯☎366-
0196 深◯☎366-0198）
京都ハンナリーズ 伏見区民デー
 申込不要
　試合当日にチケット窓口で、区内に在
住又は通勤・通学していることが分かる
証明書を提示することで、チケットが割
引価格で購入できます。
日時 12月7日（土）18時5分、8日（日）14
時5分
場所ハンナリーズアリーナ（右京区西京
極新明町1  西京極総合運動公園内）
対戦チーム大阪エヴェッサ
対象区内に在住又は通勤・通学の方
割引価格大人1500円、高校生以下500円
問合せ 京都ハンナリーズ（☎050-5533-
5588）
和音クリスマスコンサート～どこかで聴いた 
日本の曲 外国の曲～ 無料・申込不要
　子育て世代のお母さんたちによる吹奏
楽の演奏会。
日時 12月12日（木）10時15分～11時35分
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
定員 600名（当日先着順）
問合せ同センター（☎603-2463）

伏見青少年活動センターからのお
知らせ 申込不要
場所同センター（鷹匠町39-2）
問合せ同センター（☎611-4910）
◆ふしみんまつり
　ステージ企画やカフェ、模擬店、手づく
り市などをお楽しみください（一部有料）。
日時 12月8日（日）11時～15時30分
◆おしゃべりできる勉強スペース 
　友達同士で教えあいながら勉強ができ
ます。
日時 10～21時（日・祝は18時まで）
※水曜日は休館
対象市内に在住又は通勤･通学の中学生
～30歳
らくなん進都公共交通マップ「らくら
くMAP」の令和元年改訂版を発行
　らくなん進都の鉄道やバスなど、公共
交通の時刻表や路線図などの情報を1枚
にまとめたマップを消費税改正に伴い改
訂しました。伏見区役所、深草・醍醐支所
等で無料配布中。
問合せ市まち再生・創造推進室（☎222-
3503）

公園愛護活動に参加しませんか？ 無料
　公園愛護協力会に加入し、清掃や除草
をはじめとする美化活動や、施設の点検、
利用マナーの啓発に参加しませんか。
申込み・問合せ 南部みどり管理事務所(☎
643-5405)へ

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（金）～28日（木）、「人権
啓発絵画ポスター展」12月1日（日）～
26日（木）
◆テーマ図書 「古典の日」「伝統文化を
楽しむ」「おいしいもの」11月中、「人
権」「お悩み解決」「クリスマス・おしょ
うがつ」12月中
◆クリスマスおたのしみ会 12月7日
（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 12月13日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「芸術は素晴らしい」「古
典の日」11月中、「クリスマス」「人権月
間関連図書」「お正月」12月中
◆管楽器アンサンブル「フルーミン」に
よる冬のおたのしみ会 12月14日（土）
10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 12月6日（金）10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「国境」「芸術」「たべもの
のあき」11月中、「人権月間関連図書」
「年越し」「空」「クリスマス」12月中
◆おたのしみ会 11月23日（土・祝）15時
◆赤ちゃん絵本の会 12月13日（金）11時

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所
11月21日（木）、
12月19日(木)

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

図書館
無料・申込不要

無料
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