
日時　１月25日、２月１日、15日
　　　いずれも水曜日　9:00～10:45
場所　区総合庁舎２階㉗番窓口で受付
対象　市内在住の40歳以上の方
　　　※�65歳以上の方は感染症法で年１回の受

診が義務付けられています。
内容　胸部エックス線検査
　　　※�問診で必要と判定された方は、かくたん

検査(痰の中にがん細胞がないか)を受
けることができます。

料金　無料（かくたん検査受診者は1,000円※）
　　　※�70歳以上等で無料になります。（健康保

険証、運転免許証等の本人確認書類が�
必要）

㉄＝健康長寿推進課（健康長寿推進担当）
　　(☎︎441-2872、２階㉗番窓口)

日時　２月８日（水）13:30～14:30
場所　区総合庁舎３階
対象　区内に住民票のある未就学児
内容　�歯科医師・歯科衛生士による歯科健診・�

歯科保健指導
定員　10名　持ち物　母子健康手帳
申込み　前日までに電話又は窓口にて
㉄＝子どもはぐくみ室（子育て相談担当）
　　（☎︎441-2873、３階㉝番窓口）

●市・府民税の申告は郵送で
期間　２月16日（木）～３月15日（水）
　　　※土・日・祝日は除く。
提出先　�〒604-8175　中京区室町通御池南入円

福寺町337�ビル葆光�京都市市税事務所
市民税第一担当

来庁されての相談をご希望の場合
市税事務所　8:45～17:00
区総合庁舎2階（臨時窓口）�9:00～17:00※
※上記期間中のみ開設
㉄＝市税事務所（市民税第一担当）（☎︎746-5824）
●税務署確定申告会場の開設
場所　西陣織会館（堀川通今出川南入）
期間　2月16日（木）～3月15日（水）
　　　9:00～16:00�※土・日・祝日は除く。
　　　入場の際は、「入場整理券」が必要です。
　　　�来場者数によっては、早めに相談受付を終

了する場合があります。
　　　詳細はお問い合わせください。
㉄＝上京税務署（☎︎441-9171）

保　健

肺がん・結核検診（胸部エックス線検査）
電話予約制

乳幼児歯科相談 無料  事前申込み

税　金

市・府民税、確定申告等に関するご案内

内容 日時等

弁護士
による

京都市民
法律相談

日時　毎週水曜日13:15～15:35
定員　�7名（要申込み。相談希望週

の月曜日9:00から電話又
は窓口にて※）

　　　※閉庁日を除く。
㉄＝�地域力推進室（まちづくり推

進担当）（☎441-5040）
行政書士
による
相談会

日時　２月16日（木）14:00～16:00
㉄＝�府行政書士会第４支部事務

局（☎741-3567）
司法書士
による

登記・法律
相談会

日時　２月２日（木）13:30～16:30
定員　12名（先着順）
㉄＝��京都司法書士会事務局� �
（☎241-2666）

暮らしの行政
困りごと相談

日時　２月14日（火）13:30～15:00
㉄＝�京都行政監視行政相談セン

ター（☎802-1100）

上記の相談は、いずれも無料で、場所は地域力
推進室（まちづくり推進担当）（１階①番窓口）

〒602-8383  上・今小路通御前通東入

☎464-4889
℻464-2981老人福祉センター

日時　２月１日（水）10:30～11:30
内容　立位でも座位でもできる体操
定員　20名（先着順）
　　　※定員に達した場合、入場制限を行います。

〒604-8401  中・丸太町通七本松西入

☎802-3133
℻812-5816中央図書館

日時　１月28日（土）11:00～11:30
場所　中央図書館１階
内容　絵本の読み聞かせなど

システム機器更新に伴う臨時休館
１月31日（火）〜2月９日（木）

〒603-8165  北・紫野西御所田町56北区総合庁舎西庁舎内

☎451-6700
℻451-6702北青少年活動センター

　多目的ホール、中会議室、小会議室などの会議や
ミーティングができる部屋を貸し出しています。
日時　随時予約受付（先着順）
対象　どなたでも
料金　１時間あたり無料～1,990円
　　　※�お部屋や年齢等により料金が異なりま

すので、詳細はお問い合わせください。

相　談

ココから体操 申込不要  無料

１月のおたのしみ会 申込不要  無料

会議室を貸し出しています！　

〒602-8511  上・今出川通室町西入

☎441-0111㈹
℻432-0566区 役 所

83,624人
49,163世帯

（前年比／599増）
男38,363人 女45,261人

出生31人
（前年比／1,253増）

転入438人
死亡90人 転出418人

総人口
世帯数上京区の統計

※京都市推計人口12月１日現在�異動は11月中

京の健康栄養講座 無料

保健協議会役員勤続功労者・
地域住民献血組織表彰

中学生が同志社大学の学生生活を体験しました！

　区総合庁舎の来庁者用駐車場（７台のみ）は、車
いす使用者等のご利用を除き、終日有料コインパー
キングとなっています。ご不便をお掛けしますが、
ご来庁の際は公共交通機関をご利用ください。

 京都いつでもコール 検索

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール
受付時間　8：00～21：00（年中無休）

おかけ間違いに
ご注意ください。電話 FAX661-3
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Eメール ホームページから

　健康と病気の間にある未病。代表的なものが
「疲労」です。「疲労」から「病気」にならないた
めに食と健康について学びましょう。
日　時　２月1日（水）13:30～15:00
場　所　区総合庁舎４階　大会議室
テーマ　食と疲労・未病・健康の科学
対　象　区内在住の方
定　員　30名（先着順）
持ち物　筆記用具
申込み　1月20日（金）から電話又は窓口にて
　　　　※調理実習はありません。
㉄＝健康長寿推進課（健康長寿推進担当）
　　（☎441-2872、2階㉗番窓口）

　11月４日、地域住民の保健衛生・生活環境の向上及び積極的な献
血活動に貢献された皆様に市長から表彰状が贈られました。
保健協議会役員勤続功労者
勤続25年表彰　木村�美代子（出水）
勤続20年表彰　寒出�治美（春日）
勤続10年表彰　細井�昶（京極）
勤続３年表彰　赤井� 俊（乾隆）　真田�弘克（京極）

　足立�明寛（仁和）　出雲路�敬栄（春日）
※括弧内は学区、敬称略
京都市地域住民献血組織
55年表彰　仁和献血推進委員会　乾隆献血会
㉄＝健康長寿推進課（地域支援担当）（☎441-2871）

　110番は、警察官の現場
急行が必要な事件や事故
に対応するためのダイヤ
ルです。
　いたずら電話などをさ
れますと、つながりにくくなります。
　一刻も早く警察官が現場へ駆けつけられ
るようご協力をお願いします。

　11月30日、地域課題解決プロジェ
クトとして、京都市立烏丸中学校２
年生が、同志社大学を訪問し、施設
の見学や授業を体験されました。

（参加した中学生の主な感想）
・ 普段行くことがない大学に入り、大学

について興味を持つことができた
・ 中学校の授業と全然雰囲気が違って面

白かった
・ 実際に大学生になった気分で体験でき

て楽しかった

㉄＝�地域力推進室（企画担当）� �
（☎441-5029）

《上京エコまちステーションリユース絵本ひろば》
　500冊以上の絵本を用意！お子様が遊
べるゲーム等も準備しています。ぜひ
この機会に必要な絵本等をお持ち帰り
ください。
日　時　２月４日（土）10:00～15:00
場　所　区総合庁舎4階　大会議室

《移動式拠点回収のご案内》
●有害・危険ごみを含まない18品目の回収
① １月19日　京都学びの街生き方探究館、歴史資料館東通用口、
　　　　　　荒神口ひろば
②１月26日　千本ゑんま堂入口、桜井公園、西陣公園
③２月２日　翔鸞公園、老人福祉センター前、北町公園
④２月９日　成逸会館前、小川公園、小川なかよし広場
　いずれも木曜日、14:00～15：00、複数か所同時開催
　詳細については、チラシ（窓口で配架）や区ホーム
ページをご確認ください。  上京エコまちステーション 検索

㉄＝上京エコまちステーション（☎366-0776、1階⑨番窓口）

講師
同志社女子大学臨床病態学研究室

田中 雅彰 教授

当日の様子

エコまちステーションだよりエコまちステーションだより
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問＝問合せ先

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各イベントに参加
される方は、検温、マスク着用、体調管理をお願いします。

日　時　２月15日（水）10:00～12:30
場　所　区総合庁舎3階　栄養指導室
内　容　講話と調理実習
献　立　�雑穀ごはん、鯖と玉ねぎの

カレー煮、3色野菜の豆腐
ドレッシングかけ、減塩味
噌汁、フルーツヨーグルト

対　象　区内在住の18歳以上の方
定　員　12名（先着順）
料　金　500円
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込み　２月６日（月）～10日（金）電話又は窓口にて
㉄＝健康長寿推進課（健康長寿推進担当）（☎441-2872、２階㉗番窓口）

「血管力を高めよう」「血管力を高めよう」
〜もっと減塩もっと“おさかなすきやね”〜

　「上京空き家対策ラボ」が相談内容に合わせ、課題の発見や問題解
決の糸口をご提案します。
日　時　3月９日（木）13:30～15:30
場　所　区総合庁舎1階①番窓口
定　員　3組（1組２名まで）
申込み　�区ホームページ、メール又はFAXにて、①氏名、

②連絡先、③具体的な相談内容を記載のうえ、
２月９日（木）までにお申し込みください。

　　　　（申込状況と内容により、相談時間を調整します。）
㉄＝地域力推進室（まちづくり推進担当）（☎441-5040、FAX441-2895）

空き家個別相談会空き家個別相談会 無料

▲詳細はこちら
（45秒の動画）

　挨拶や日常でよく使う表現や豊かな感情
表現も学べる手話講座を開催します。
日時　第1回　２月21日（火）19:00～20:30
　　　第２回　２月28日（火）19:00～20:30
場所　区総合庁舎４階　区民交流会議室
定員　20名（先着順）
料金　990円（テキスト代）
申込み　�1月31日（火）までに電話又はFAX

にて、①氏名・ふりがな、②郵便番
号・住所、③電話番号又はメール
アドレスをお伝えください。

㉄＝上京区社会福祉協議会
　　（☎432-9535、FAX432-9536）

手話を学んでみませんか？手話を学んでみませんか？

　「みっけ隊」は、道路や公園等の壊れた
箇所をスマートフォンから通報できるアプ
リです。
　「みっけ隊員」になって、一緒に京都の
安心安全な暮らしを守りましょう！

みっけ隊員になろう！
北部土木事務所ですこんにちは

みっけ隊が通報！
折れたポストコー
ンを発見！

損傷箇所を修繕
して安全に！

正常な場合
「ピ―ピーピー」「正常です」
異常がある場合

「ピッ…ピッ…」「電池切れです」
又は反応なし

㉄＝北部土木事務所（☎492-3111）

１月10日は「110番の日」です！

㉄＝上京警察署（☎465-0110）

　住宅用火災警報器は平成23年から全世帯
への設置が義務となりました。
　寿命の目安は10年となっており、古くな
ると本体の劣化や電池切れなどにより、火
事を感知しないおそれがあります。今一度
確認し、10年経っていたら交換しましょう。
　また、半年に一度は点検を行いましょう。

㉄＝上京消防署（☎431-1371）

住宅用火災警報器
10年経ったら交換しましょう！

▲詳細はこちら

おめでとう
ございます！

上京えんじぇる上京えんじぇる
“ぎゅうっと”ひろば“ぎゅうっと”ひろば

日　時　２月10日（金）10:30～11:30（受付10:15～）
場　所　区総合庁舎3階　多目的室
内　容　�ゲーム、SNS、スマート

フォン、インターネットと
の付き合い方について

講　師　�菅原�邦美氏（京都府警ネッ
ト安心アドバイザー・京都
市教育委員会情報モラル市
民インストラクター）

対　象　乳幼児とその保護者
定　員　親子含めて30名（先着順）
申込み　1月23日（月）～2月3日（金）電話又は窓口にて
㉄＝子どもはぐくみ室（子育て相談担当）（☎441-2873、3階㉝番窓口）

どうつきあう？子ども・スマホ・私たち

無料

講座の様子

おしらせ
情報コーナーだよ

市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版　　 第3２５号　　令和５年１月１５日　（２）（3）　令和５年１月１５日　　第3２５号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版 自治会・町内会に入って住みよいまちに
京都市は、自治会・町内会を応援しています


