
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 2月19日、26日、3月4日、11日、18日、
25日、4月1日、8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 2月18日（火）、3月17日（火）13時30
分〜 15時30分
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所

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 3月5日（木）13時30分〜 16時
場所伏見区役所1階相談室

保険年金

国民年金の届出をお忘れなく
　日本在住の20歳以上60歳未満で、次
の方は第1号被保険者加入の届出が必要
です。
○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（伏◯☎611-1875 深◯☎
642-3826 醍◯☎571-6529）

福　祉

きょう�ほっと�あした 無料
　専門相談員によるくらしとこころの総
合相談会。
日時 3月14日（土）13〜17時（1人45分程度）
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
内容①弁護士（くらし）②心理士（ここ
ろ）③僧侶（いのち）④産業カウンセラー

（職場のメンタルヘルス）⑤保健師（から
だとこころの健康）⑥自死遺族サポート
チームによる相談受付
対象市内に在住又は通勤・通学の方
定員各4名（先着順）
申込み 2月29日（学生と新規の方は22日）
〜 3月12日に京都いつでもコール（3面上
部参照）へ
問合せ 京都こころの健康増進センター

（☎314-0355）

無料
子育て講演会 無料

　感情コントロールの力はどのようにし
て育つのかをテーマとした講演会。子育
て中の方や子育て支援に関わる多くの方
に聴いていただきたいお話です。
日時 2月28日（金）10 〜 12時
場所伏見区役所4階大会議室
講師大河原美以氏（東京学芸
大学 教育心理学講座教授）
対象子育て・孫育て中の方、
地域で子育て支援をしている方
定員 100名（先着順）
申込み・問合せ 2月21日までに電話又は上記
QRコードで子どもはぐくみ室（伏◯☎611-1163）へ
障がい児者の地域生活を考える伏見
区民のつどい 無料・申込不要

　障がいのある人もない人も、みんなで
支え合い暮らしやすい伏見区になるよう、
ともに学び考える講演会。今回は災害時
の備えについて話し合います。
日時 3月10日（火）13時30分〜 16時
場所伏見区役所1階ホール
定員 100名（当日先着順）
※手話通訳・要約筆記有
問合せ南部障害者地域生活支援センター

「あいりん」（☎604-6159）
伏見区デイサービス･デイケア作品展

無料・申込不要
　区内のデイサービスやデイケアに通所
している高齢者による絵や小物等の展示。
日時 3月11日（水）〜 19日（木）8時30分
〜 17時（開庁日のみ）
場所伏見区役所1階ロビー
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2279）

イベント・その他

交流文化祭 無料・申込不要
　ダンスやピアノなどの合同発表会と消
防音楽隊（小編成）による演奏。
日時 2月23日（日・祝）12時〜 16時30分
場所醍醐交流会館（醍醐高畑町30-1）
定員 200名（当日先着順）
問合せ同会館（☎575-2580）
農家さんに学ぼう！おいしいお米
のクッキング 無料

　お米や野菜の調理を通して、フードマ
イレージや地産地消について学びます。
日時 2月23日（日・祝）10 〜 14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（3年生以下は要保護者同伴）
定員 20名（先着順）
申込み・問合せ 2月15 〜 21日に電話で同セ
ンター（☎641-0911）へ

淀川水系一斉美化アクション 無料
　淀川水系（桂川・宇治川等）の上流から
下流までの一斉清掃を実施。
日時 3月1日（日）9時〜 11時30分
※雨天時は3月8日（日）に延期
集合場所久我橋右岸橋下ほか
対象団体又は個人（中学生以
下は要保護者同伴）
申込みホームページ又は上記QRコード
を確認
問合せ桂川流域クリーンネットワーク事
務局（☎090-6728-7056）
淀川管内河川レンジャー 検索

だいごいきいきフェスティバル
無料・申込不要

　団体や子どもたちによる楽器演奏やダ
ンスなどのステージ発表。
日時 3月1日（日）12時30分〜 16時
場所醍醐いきいき市民活動センター（醍
醐外山街道町21-21）
問合せ同センター（☎571-0035）

親子で楽しむ早春ミニコンサート
無料・申込不要

　墨染交響楽団による曲や楽器などの紹
介を交えた子ども向けの演奏会。
日時 3月8日（日）10時30分〜 11時30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）

エ〜コと伏見“2020”〜暮らしの中
からごみ減量〜 申込不要

　伏見区地域ごみ減量推進会議主催で環
境イベントを開催!
日時 3月8日（日）10時〜 14時30分
※フリーマーケットは10時30分から
場所伏見区役所1階ホール・ロビー
内容無料エコ工作、環境について学べる
ブース、フリーマーケット他
フードドライブも実施！
　家庭で余った食品を集め、必要な方
へ届けます。賞味期限が一ヶ月以上あ
る未開封のレトルト食品や缶詰などを
ご持参ください。
問合せエコまちステーション（伏◯☎366-
0196 深◯☎366-0198 醍◯☎366-0311）

伏見区民ごみ減量エコバスツアー
無料

　ごみ処理施設（エコランド音羽の杜）の
見学会を開催！身近なごみ問題を見つめ
直し、ごみ減量に取り組みましょう。
日時 3月20日（金・祝）9 〜 12時
集合場所地下鉄竹田駅東口
対象区内に在住又は通勤・通学の方（小学
生以下は要保護者同伴）
定員 30名（先着順）
申込み 2月18 〜 28日に京都いつでもコ
ール（3面上部参照）へ
問合せエコまちステーション（深◯☎366-
0198）

「次期伏見区基本計画」に係る意見を募集中
　令和3年度からの伏見区のまちづくり
の指針となる「次期伏見区基本計画」の策
定にあたり、今後の伏見のまちづくりへ
のご意見をお寄せください。
応募方法伏見区役所、深草・醍醐支所で
配布中のチラシ（区ホームページにも掲
載）を確認の上、企画担当へ

次期伏見区基本計画 検索

伏見区基本計画推進区民会議の委員を
募集
　伏見のまちづくりへのご意見をいた
だく同会議の委員を募集します。
募集人数若干名（選考有）
任期令和2年4月1日から2年間
応募資格次の要件を全て満たす方（令和
2年4月1日現在）
①区内に在住又は通勤・通学の方
②年齢18歳以上の方
③国、地方公共団体の議員又は常勤の
公務員でない方
④平日の日中の会議に参加可能な方（年
2〜3回）
応募方法区ホームページを確認の上、2
月28日（必着）までに
問合せ企画担当（伏◯☎611-1295）

向島図書館�☎622-7001
◆えのひろば�「向島東中学校」2月8日

（土）〜 27日（木）
◆テーマ図書�「ものづくり」「むかしば
なし」2月中、「詩をよもう」「動物」「む
しのせかい」3月中
◆おたのしみ会 3月7日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 3月13日（金）11時
臨時休館　3月2日（月）〜 4日（水）

醍醐図書館�☎572-0700
◆テーマ図書�「恋♡愛」2月中、「マン
ガ文化」3月中
◆おたのしみ会 2月22日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 
3月6日（金）10時30分　
臨時休館　2月24日（月・振休）〜26日（水）

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書�「茶道・華道・書道」「バレ
ンタインデー」「ともだち」2月中、「映
画のスターたち」「鉄道」「はる」3月中
◆おたのしみ会 2月22日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 3月13日（金）11時
臨時休館　3月2日（月）〜 4日（水）

移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日 時 場 所
2月20日（木）
3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

2月21日（金）
3月13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
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