再生紙・植物油インクを使用しています。
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上京区版

受付時間 午前 8 時〜午後 9 時（年中無休）
※おかけ間違いに
電話 661 3755（みなここ）
ご注意ください
℻
661 5855（ごようはここ）
電子メール（以下のホームページから）
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.
html（パソコン）
http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/（携帯電話）
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京都市戦没者追悼式
◇日時 ６月19日（木）14:00〜15:00（受付
13:15〜）
◇場所 シルクホール（下・四条通室町東入
京都産業会館８階）
参列者遺族の範囲 戦没者の配偶者、父母、子、
兄弟姉妹及び三親等以内の祭祀者で１年以上戦
没者と生計を共にされた方
◇申込方法 ５月16日（金）〜23日（金）に、
福祉介護課で入場整理券をお渡しします。
＝福祉介護課福祉担当（☎441-5103、プレハ
ブ棟２階⑯番窓口）
無料法律相談
◇日時 毎週水曜日13:15〜15:30（閉庁日を除
く。
）
◇場所 地域力推進室（広聴担当）
（校舎棟１
階㉓番窓口）
◇定員 ７名（先着順。12:00から整理券配布）
＝地域力推進室（広聴担当）
（☎441-5040）
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保健部（上京保健センター）
☎432 ‑ 3221 ℻432 ‑ 2025
〒602‑0056 上・堀川通上立売下る北舟橋町866
胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診を
受けましょう
◇対象年齢 胸部（結核15歳以上、肺がん40歳
以上）
、大腸がん40歳以上
◇日時・会場 ５月20日（火）京極小学校、６
月２日（月）西陣中央小学校、６月10日（火）
新町小学校、６月16日（月）正親小学校
※受付はいずれも14:00〜15:30
◇料金 胸部は無料（問診の結果、喀痰検査が
必要な場合は1,000円）
、大腸がんは300円
◇当日、大腸がん検診の受付と検体容器の配布、
胃がん検診の予約申込みも受け付けています。
＝健康づくり推進課成人保健・医療担当
献血にご協力ください
次のとおり献血バスが来ます。
◇６月６日（金）10:00〜11:30、12:30〜15:30
第二赤十字病院（椹木町通）
◇６月９日（月）10:00〜12:30、13:30〜15:30
仁和会館（仁和小学校東門）
◇６月10日（火）10:00〜11:30 小川自治会館
14:00〜15:45 新町小学校
＝健康づくり推進課管理担当
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☎451 ‑ 6700
℻451 ‑ 6702
〒603‑8165 北・紫野西御所田町56北区総合庁舎西庁舎内

「地域活性ボランティア」メンバー募集！
①定期清掃（毎月第１土曜日10:00〜12:00）
環境団体のＪＥＥと一緒に紫明通などの清掃
活動をします。
②定例ミーティング（毎月第１土曜日13:00〜
15:00、第３木曜日18:30〜20:30）
活動内容についての企画や準備をします。
③地域イベントの運営協力・補助（随時）
地域のイベント（北区民ふれあいまつりなど）
に参加し、ブース出展やイベント運営のお手伝

平成２６年５月１５日 （４）

上京区の統計

市政情報総合案内コールセンター
「京都いつでもコール」

地域力推進室・区民部・福祉部
☎441 ‑ 0111㈹ ℻432 ‑ 0566
〒602‑8511 上・上立売通大宮東入幸在町689番地

第２２１号

総人口 82,993人

世帯数

男

38,372人

出生 35人

転入 1,399人

44,204世帯

女

44,621人

死亡 85人

転出 1,280人

※京都市推計人口4月1日現在 異動は3月分

＝問合せ先
いをします。
◇対象 市内在住又は通勤・通学の中学生〜30
歳の方
◇ 申 込 み 電 話、 来 所 又 は メ ー ル（kita@yskyoto.org）にて受付。
「伝記作成プロジェクト」スタッフ募集！
２〜３人一組で高齢者の方を訪問し、これま
での人生（生活の様子や戦争時代の出来事など）
についてのお話をお伺いした後、世界にひとつ
だけの「伝記」を作成します。
◇日時
研修：５月26日（月）を含む全５回
インタビュー・編集：随時調整
伝記贈呈式：９月15日（月・祝）午前（予定）
◇場所 当センター及びその周辺
◇対象 市内在住又は通勤・通学の中学生〜30
歳の方
◇定員 30名（先着順）
◇ 申 込 み 電 話、 来 所 又 は メ ー ル（kita@yskyoto.org）にて受付。
みんなの居場所「ごぶSAT」参加者募集
若者どうしで交流できるグループ体験事業で
す。第２土曜日は料理、第４土曜日は工作や
ゲームなどが中心です。
「人と接する機会が少ない」
「コミュニケー
ションが苦手」という方も、安心してご参加い
ただけますので、一度ご相談ください。
◇対象 市内在住又は通勤・通学の中学生〜30
歳の方
◇日時 毎月第２土曜日14:00〜17:00、第４土
曜日15:00〜17:00
◇場所 当センター
◇参加費 無料〜数百円程度（内容により異な
る。
）
◇ 申 込 み 電 話、 来 所 又 は メ ー ル（kita@yskyoto.org）にて受付。
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☎464 ‑ 4889
℻464 ‑ 2981
〒602‑8383 上・今出川通御前通東入
すこやか体操サロン
くつろぎのひとときをセンターで！体操は
10:00からです。

わがまちを守る 上京消防団
上京消防団は、伊藤正和団長以
下18分 団280名 の 団 員 が「 地 域 に
愛され信頼される消防団を目指し
て」をスローガンに、上京区の防
火・防災活動に取り組んでいます。
○消防団員募集中！
上京消防団は新入団員を大募集 訓練の様子
しています。
「地域の防火・防災のために役に立ちたい」
とお考えの方で、区内に在住又は勤務されて
いる18歳以上の方なら入団できます。

＝関西元気文化圏参加事業

◇日時 毎週月〜土曜日（祝日を除く。
）9:00〜
10:15
◇場所 当センター ホール
健康づくり講習会「高齢者いきいき筋トレ」
◇日時 毎週木曜日（第５週目を除く。
）及び
５月27日（火）
・６月10日（火）10:30〜11:30
◇場所 当センター ホール
ぽかぽか体操
◇日時 ５月28日（水）
・６月11日（水）10:30
〜11:30
◇場所 当センター ホール
教養講座「パソコン『エクセル』講習会」
◇日時 ６月４日（水）
・27日（金）
、７月２日
（水）
・25日（金）
、８月６日（水）
・22日（金）
いずれも10:00〜12:00
◇場所 当センター ルーム
※講座は初心者向けで無料。原則６回とも参加
できる方が対象。ノートパソコンは必ず持参くだ
さい（Windows7・XP）
。申込みが必要で、定員
もありますので、詳細はお問い合わせください。
※上記の催しは、60歳以上の市民の方が対象で、
無料です。
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☎802 ‑ 3133
℻812 ‑ 5816
〒604‑8401 中・丸太町通七本松西入

図書の展示と貸出し 〜５月31日（土）
今月のテーマ…「はじめてじぶんでよむ本」
「始める、自分らしい暮らし」
「京を旅する」
※６月から開館時間を午前９時30分に変更しま
す。

ᇘષᆧ࠵

☎241 ‑ 4312
℻241 ‑ 4012
〒602‑0867 上・寺町通荒神口下る松蔭町138‑1
特別展 叢書京都の史料刊行記念「桂川西岸
の村社会」展示解説
８月６日（水）まで開催する特別展の展示史
料について、当館館員が解説します。
◇日時 ６月19日（木）14:00〜14:30
◇場所 当館展示室
※無料、申込み不要。

また、現在26名の女性団員が在籍し、仕事
や家事をこなしながら、火災予防活動や訓練
など多様な活躍をされています。
われこそは！とお考えの方は、上京消防署
までお問い合わせください。
○上京消防団総合査閲を実施！
消防団員の結束力の向上と技術練磨を
図るため、服装点検や行進訓練、小型動
力ポンプを使った訓練など、日頃の訓練
成果を区民の皆様に披露します。
ぜひとも会場に足を運んでいただき、
消防団員の熱い気持ちを感じてください。
◇日時 ５月18日（日）7:00〜9:30ごろ
◇場所 京都御苑富小路グラウンド

上京消防署
（☎431-1371 FAX414-1999）
〒602-8031上・釜座通下立売下る東裏辻町398
ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city.kyoto.lg.jp/
shobo/category/157-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

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）日商社（☎ 211‑3571） ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

