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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～

脱炭素社会の実現に向けて、ご来庁の際は公共交通機関のご利用をお願いします。

ちょっと素敵な朝からクラシック
　京都市交響楽団のメンバー 9名による
人気アンサンブル「京都しんふぉにえっ
た」が名曲をオリジナルアレンジで演奏。
日時 7月12日（月）10時30分〜 11時30分
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
対象小学生以上　定員 271名
費用全席指定　900円（6月2日から同セ
ンター等で販売、当日券の販売はなし）
問合せ同センター（☎603-2463）

令和3年度移動式拠点回収事業について
　令和3年度の移動式拠点回
収事業が始まります。
　詳細は、問合せ先に設置
のチラシ又は市ホームペー
ジで。QRコードは右記より
問合せ伏見まち美化事務所（☎601-7161）、
山科まち美化事務所（☎573-2457）各エコ
まちステーション（伏◯☎366-0196 深◯☎
366-0198 醍◯☎366-0311）

保険年金
①②に関する問合せ 保険年金課資格担当�
（伏◯☎611-1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-
6568）
③に関する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）
①�国民健康保険の納入通知書を�
6月中旬に送付

　保険料の納付が困難な方は、減額され
る場合がありますので、8月末までにま
ずは電話でご相談ください。
②�後期高齢者医療の新保険証を�
7月末までに送付

　旧保険証は、8月以降は使用できません。
※�新保険証を提示せずに受診されると、
医療費の全額をお支払いいただく場合
がありますので、ご注意ください。
③�国民年金保険料の免除・納付猶
予制度

　保険料の納付が経済的な理由で困難な
方は、保険料の全額又は一部が免除され
る場合があります（申請者、配偶者、世
帯主の前年所得等を基に決定）。また、
50歳未満の方を対象に納付が猶予される
場合があります。

福　祉

ひとり親家庭自立支援給付金事業
が拡充
　就業に向けた能力開発のための給付金
事業が拡充しました（所得制限あり）。
　自立支援教育訓練給付金事業では、准
看護師養成機関を修了する者が、引き続
き、看護師の資格を取得するために養成
機関で修業する場合や、4年以上の課程
の履修が必要な養成機関で修業する場合
の支給期間を3年から4年に拡充。高等
職業訓練促進給付金等事業についても同
様に支給期間を拡充します。
対象市内在住のひとり親家庭の親
申込み・問合せ 子どもはぐくみ室（伏◯☎
611-2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）
里親制度説明会� 無料
　様々な事情により家庭で暮らせない子
どもたちを、正しい理解と愛情を持って
育てていただく里親制度の登録に必要な
基礎研修を兼ねて説明会を実施します。
日時 7月5日（月）10時〜 15時30分
場所第二児童福祉センター（深草加賀屋
敷町24-26）
対象里親制度に関心のある市民
定員 30名（先着順）
申込み・問合せ 7月2日までに電話又は
FAXで児童相談所里親養育支援係（☎
801-2929、FAX822-4175）へ

相　談
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 京都いつでもコール�
（3面上部参照）

①弁護士による京都市民法律相談
日時 6月16日、23日、30日、7月7日、
14日、21日、28日、8月4日、11日（いず
れも水曜）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
申込み相談日の週の月曜9時〜当日14時
45分に、来庁又は電話で問合せ先へ

②行政相談委員による無料行政相談
� 申込不要
日時 6月15日（火）、7月20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

③�空き家相談員による不動産（空
き家等）相談

日時 7月①1日（木）②6日（火）13時30分
〜 15時50分（1組40分以内）
場所①伏見区役所②深草支所・醍醐支所
定員各3組（1組2名まで）
申込み 6月15日〜①6月27日②7月2日
に氏名、電話番号、日時、会場、相談物
件の住所、相談概要を京都いつでもコー
ル（3面上部参照）へ

税

市・府民税の納税通知書を送付
　令和3年度の市・府民税が課税される方
には、6月10日付で納税通知書を発送。
対象は、納付書又は口座振替、公的年金
からの引き落としで市・府民税を納付さ
れる方です。給与所得者の方には勤務先
を通じて「市・府民税特別徴収税額の決定
通知書」を送付します。
　6月11日（金）〜 30日（水）に区役所・支
所で相談窓口を開設しますが、混雑を避
けるため、課税内容についてのお問い合
わせは、まずは電話でお願いします。
3月16日以降に申告された場合は、6月
に納税通知書が発送されない、又は申告
の内容が納税通知書に反映されていない
ことがあります。
問合せ市税事務所市民税第2担当（�伏見区
�・深草担当�☎746-5834��醍醐担当�☎746-
5837）

無料

生活支援員養成研修� 無料
　区社会福祉協議会では、認知症や知的
・精神の障害等がある方の自宅等を訪問
し、福祉サービスの利用手続きや日常的
な金銭管理等の支援をする「生活支援
員」を募集中。生活支援員として活動す
るためには、養成研修を受講する必要が
あります。
日時 7月27日（火）、29日（木）、8月3日
（火）（全3回）13時30分〜 16時15分
場所ひと・まち交流館京都（河原町通五条
下る東側）
対象全講座を受講でき、修了後は平日に
月1回以上（1.5時間程度）活動可能な30
〜 74歳の方
※福祉職従事者や民生委員は対象外
定員 70名（先着順）
申込み・問合せ 7月13日までに電話で同協
議会（☎603-1287）へ

保　健
①胃がん②大腸がん巡回検診
時期・会場 8月
※日時・会場は、申込者に後日郵送
対象①50歳以上②40歳以上
費用①1,000円②300円
※いずれも免除制度有
検査方法①バリウムによる胃部X線検査
※2年に1回、X線検査か胃内視鏡検査
（指定医療機関で実施）のいずれかを受診
可
②便潜血検査（2日分の検便）
※年1回受診可
申込み 7月15日（消印有効）までに、問合
せ先で配布の胃がん大腸がん検診案内チ
ラシに添付の申込みはがき（区ホームペ
ージにも掲載）で京都予防医学センター
へ
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-1162 深◯
☎642-3876 醍◯☎571-6747）
家族懇談会
　こころの病をお持ちの方のご家族を対
象とした学習会を開催します。
日時 7月21日（水）14時〜 15時30分
テーマ こころの病をお持ちの方の「働
く」を考える
〜就労移行支援事業所での取組を通して〜
講師菅　将司氏（LITALICOワークス伏
見桃山　センター長）
場所伏見区役所　2階講堂
定員 20名（先着順）
対象区内在住の方
申込み・問合せ各回とも1週間前までに電
話又は来所にて障害保健福祉課
（伏◯☎611-2392）へ

イベント・その他

にほんご教室
　青少年ボランティアが個人指導に近い
形で日本語を教えます。
日時 6月19日〜令和4年3月（毎月3回、
全て土曜日）10時〜 11時30分
場所伏見青少年活動センター（鷹匠町39-
2）
対象海外にルーツがある方
定員各10名
費用各200円
申込み・問合せ希望日の2日前までに電話
で同センター（☎611-4910）へ

向島図書館�☎622-7001
◆えのひろば�「白菊こども園」7月10
日（土）〜 22日（木）
◆テーマ図書�「スポーツ」「こわ〜いほ
ん」「夏休み課題図書」7月中
◆おたのしみ会�7月3日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会�7月9日（金）11時
※おたのしみ会、赤ちゃん絵本の会は
来館又は電話で同図書館へ要申込み
（先着各5組）。
醍醐図書館�☎572-0700
◆テーマ図書�「エンジョイサマー！」
「課題図書・自由研究」7月中
◆赤ちゃん絵本の会�7月2日（金）
10時30分

久我のもり図書館�☎934-2306
◆テーマ図書�「暑さをのりきろう」「オ
リンピック」「自由研究」「課題図書」「や
ってみよう！」7月中
◆おたのしみ会�6月26日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会�7月9日（金）11時
※赤ちゃん絵本の会は来館又は電話で
同図書館へ要申込み（先着5組）。
移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日�時 場�所

7月15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

7月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

図書館

無料・申込不要

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第３０６号　　令和３年６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 ( ☎ 092-716-1401)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


