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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～

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。
本紙に掲載の内容は、今後、予告なく変更になる場合があります。

「日吉ヶ丘ギターマンドリンアン
サンブル　新春コンサート＠エコ
ム」開催！� 申込不要・無料
　マンドリンアンサンブルによる演奏
と、アコーディオン奏者との共演。
日時 1月15日（土）14時〜15時30分
場所東部文化会館　ホール（山科区椥辻
西浦町1-8）
定員 500名　問合せ同会館（☎502-1012）

環境×京都の伝統産業・伝統工芸体験
ワークショップ金継ぎ体験 無料
　金継ぎ体験を通して、環境と伝統産業
のつながりについて考えましょう！
日時 1月30日（日）①10〜 12時　②13時
30分〜 15時30分
場所京エコロジーセンター（深草池ノ内
町13）
定員各回10名（多数抽選）
対象小学生〜中学生（小学生は要保護者
同伴）
申込み・問合せ 1月4 〜 23日に氏名、ふり
がな、電話番号、年齢を電話（☎641-
0911）又はFAX（641-0912）で同施設へ

保　健

献血にご協力を
日　時 会　場

1月17日（月）10時〜12時30分 日野小学校13時30分〜15時
問合せ健康長寿推進課（醍◯571-6144）

福　祉

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 1月27日（木）、2月1日（火）、2月3
日（木）（全3回）14時〜 15時45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 65名（先着順）
申込み・問合せ 1月13日までに電話で同協
議会（☎603-1287）へ

戦没者遺族相談員について 無料
　国から委託を受けている相談員が、戦
没者遺族の年金や弔慰金等に関する相談
に応じ、必要な助言等を行います。個人
情報は厳守します。
相談員宮本昌氏（☎611-1779）
問合せ 生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6199）

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）

①弁護士による京都市民法律相談
日時 12月22日、1月5日、12日、19日、
26日、2月2日、9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〜当日14時45分
に、来庁又は電話で問い合わせ先へ（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 12月21日（火）、1月18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

保険年金

口座振替サービスをご活用ください
　国民健康保険の口座振替の手続きに
は、ペイジー口座振替受付サービスが便
利です。詳しくは問合せ先へ
※後期高齢者医療制度は対象外
問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1864 深◯☎
642-3809 醍◯☎571-6568）

12月は国民健康保険料の「徴収強
化期間」です。
　被保険者の負担の公平性と保険料収入
を確保するため、12月を徴収強化期間と
定め、滞納保険料の徴収強化に努めてい
ます。納付が困難な場合は、電話でご相
談ください。
問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1871 深◯☎
642-3813 醍◯☎571-6568）

無料

①特別障害者手当、②障害児福祉手当、
③外国籍市民重度障害者特別給付金
　重度障害のある方に対して、次の手当
を支給しています。対象者で受給してい
ない方は問合せ先で申請してください。

対象者 支給額（月額、原則
年間4回の支払い）

①
日常生活で常時特別の介護
を必要とする20歳以上の
在宅の重度障害者

27,350円

②
日常生活で常時の介護を必
要とする20歳未満の在宅
及び入院中の重度障害児

14,880円

③

旧国民年金法の国籍条項に
より、障害基礎年金を受給
することができない重度障
害を有する本市在住の外国
籍市民

41,300円

問合せ障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 
深◯☎642-3574 醍◯☎571-6372）

イベント・その他

受験生応援！勉強できます！
　勉強がしたくても場所がないと困って
いませんか？勉強できる自習室ありま
す！
対象市内に在住又は通勤・通学の中学生
〜 30歳の方
場所・問合せ伏見青少年活動センター（鷹
匠町39-2☎611-4910）

令和3年度移動式拠点回収事業
　詳細は、問合せ先に設
置のチラシ又は市ホーム
ページで（右記より）。
問合せ まち美化事務所
（ 伏見 ☎601-7161  山科 ☎
573-2457）エコまちステ
ーション（伏◯☎366-0196 深◯☎366-0198 醍◯
☎366-0311）

有害・危険ごみ等の移動式拠点回
収事業
　石油類や薬品などの「有害・危険ごみ」
や、紙パックなどの「資源物」を回収しま
す。
　詳細は、問合せ先に配架のチラシ又は
市ホームページをご覧ください。
日時・場所 1月22日（土）9〜 11時：醍醐小
学校、向島南自治会館、13〜 15時：醍醐
西自治会館
問合せまち美化事務所（ 伏見 ☎601-7161 
 山科 ☎573-2457）エコまちステーション 
（伏◯☎366-0196 醍◯☎366-0311）

向島図書館�☎622-7001
◆テーマ図書�「クリスマス・おしょう
がつ」「人権月間」12月中
◆おたのしみ会�1月8日（土）11時〜
◆赤ちゃん絵本の会�1月14日（金）11
時〜
※「おたのしみ会」「赤ちゃん絵本の
会」は、電話又は来館で同図書館へ要
申込（先着5組）

醍醐図書館�☎572-0700
◆赤ちゃん絵本の会�1月14日（金）10
時30分〜
◆テーマ図書�「新しいことにチャレン
ジ！」1月中

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書�「日本の行事」、「笑顔あ
ふれる楽しい話」、「とら」1月中
◆おたのしみ会�12月25日（土）15時〜
◆赤ちゃん絵本の会�1月14日（金）11
時〜
※赤ちゃん絵本の会は、電話又は来館
で同図書館へ要申込（先着5組）

図書館
無料

地域の団体や大学との連携による「伏見連続講座―ふれて、しって、みて伏見―」。
伏見の魅力を再発見できる多様な講座を用意しています！　

「伏見連続講座」が開講！ 受講料無料 今年度の講座の予定はこちら！▶
問合せ  伏見区役所企画担当（☎611-1295）

日 時 内 容 ・ 講 師 ・ 場 所 等 定 員 ・ 申 込 み 等 問 合 せ

12月15日（水）
から公開

「三夜荘から伏見港へ」
講師   若林 正博氏（地域（伏見）史研究者）
配信  YouTubeにて公開

動画配信先は、12月15日に区ホームページ（右上の二次元コー
ド）でお知らせ。

龍谷大学
龍谷エクステンション
センター

（☎645-7892）

1月23日（日）
13時30分〜16時
※オンライン同時開催

「歴史に学ぶ 次世代教育
 〜伏見のひとびとはどう関わってきたか〜」
講師   若林 正博氏（地域（伏見）史研究者）
場所    ㋐伏見区役所1階ホール 

㋑Zoom（Web会議ツール）でのオンライン開催

㋐区役所開催40名（先着順・当選者のみ連絡）
申込期間  12月16日〜24日
申込方法  名前、住所、電話番号を記載してFAX（354-5008）
㋑オンライン開催400名（先着順）
申込期間  12月20日〜1月21日
申込方法  https://peatix.com/event/3072185から申込み。

京都中小企業家同友会
伏見支部
☎080-8924-7783
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