
 問 ＝問い合わせ、 申 ＝申し込み

相　談 （無料）相　談 （無料）

①弁護士による法律相談
 日時  毎週水曜日（祝日除く）

午後１時15分～３時15分
（相談時間は相談者１組につき20分）

 予 約方法  相談日の週の月曜日～水曜日の午前８時
30分～午後５時（水曜日は午後２時30分まで）に地
域力推進室に電話（☎432-1208）またはご来庁に
て受付

 定員  12人
 問  地域力推進室広聴担当　☎432-1208

②行政書士会による相談（予約不要）
 日時  10月26日（木）午後２時～４時
 問  京都府行政書士会第４支部事務局　☎762-0505

③司法書士会による相談（予約不要）
 日時  11月９日（木）午後１時30分～３時30分
 問  京都司法書士会　☎241-2666
＊①～③の場所は、いずれも区役所３階会議室

④ 精神科医によるこころの健康相談 
（予約不要）

 日時  第１～４木曜日　午後１時30分～３時
 場所  北区役所西庁舎（旧保健センター）２階相談室
 問  障害保健福祉課障害難病支援担当　☎432-1285

保健・福祉保健・福祉

国民健康保険からのお知らせ
12月１日以降は新しい保険証（一人一枚のカード様式）
をご利用ください。
　古い保険証の有効期限は11月30日までで、新しい
保険証は11月中に簡易書留郵便により送付しますの
で次の点をご確認ください。
・記載内容に誤りはないか
・ 対象外（他の保険に加入、転居者）の方が含まれてい
ないか

 問  保険年金課資格担当　☎432-1257
保険料（国保・後期高齢者医療）を滞納していると…
　延滞金が発生しますので、至急納付してください。
　また、災害等、特別の事情もなく滞納していると、
財産の差押え等を行うことがあります。納付が困難
な場合はまずご相談ください。
 問  保険年金課徴収推進担当　☎432-1265

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
月日 時間 会場

10/26（木） 午前10時～11時30分 中川出張所
 問  健康長寿推進課健康長寿推進担当　☎432-1438

 日時  10月24日（火）午後１時30分～２時30分
（受付：午後１時15分～）

 内容  活用に向け、生前整理などを解説
②空き家相続者向け講座
 日時  10月18日（水）午後６時30分～７時30分

（受付：午後６時15分～）
 内容  相続前から心掛けるべきポイントを説明
 場所  上京区役所（①･②共通）
＊ 講座終了後、京都市地域の空き家相談員による空き
家活用方法の相談会を実施！

 申  電話、FAX、メールで下記の内容を問合せ先まで
①参加催し名（講座・相談会）②参加日③氏名（ふ
りがな）④電話番号

 問  都市計画局まち再生・創造推進室（空き家対策担当）
☎222-3503　FAX222-3478　 
メール machisai@city.kyoto.lg.jp

北青少年活動センター北青少年活動センター
紫野西御所田町56　北区役所西庁舎３階
☎451-6700 Fax451-6702　休館日   毎週水曜日
開 館    平日・土：午前10時～午後９時

日・祝：午前10時～午後６時

クリスマスイヴ、サンタに来てもらいませんか？
　青少年ボランティアがサンタクロースやトナカイ
に扮してお家を訪問し、事前にお預かりしたプレゼン
トや手作りのクリスマスカードを届けます。
 対 象  センターからおおむね車
で15分圏内、小学生くらいま
での子どもがいる家庭

 費用   子ども１人につき300円
 申  10月19日（木）～11月19日（日）
詳しくはホームページをご覧ください
北青少年活動センター 検索

北 図 書 館北 図 書 館
紫野雲林院町44-１　市バス「大徳寺前」
☎492-8810 Fax491-5033　休館日   毎週火曜日
開 館    平　　日：午前９時30分～午後７時30分

土・日・祝：午前９時30分～午後５時
①小さなおはなしの会　10月16日（月） 午前11時～
②赤ちゃん絵本読み聞かせの会　11月６日（月） 午前11時～
③お楽しみ会　 10月21日（土） 午前11時～
◆コーナー別展示図書

期間
コーナー 10/16～31 11/１～15
絵本ミニ展示 きつねとたぬきの本 おいしいよ
ミニ展示① 鉄道の本 古典の日
ミニ展示② おなかがすいた！ 宝石・鉱物
児童ミニ展示 りょうりにチャレンジ むかしのくらし

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）
月日 時間 場所

11/２
（木）

午前10時～10時40分 岩戸落葉神社
氏子会館

午前11時～11時40分 中川小学校

11/９
（木）

午前10時～10時40分 雲ケ畑小・中学校
午前11時20分～11時50分 大宮小学校
午後１時～１時30分 原谷苑東門前

「40分で助かる命がある」献血にご協力を！
月日 時間 会場

10/27（金） 午前10時～正午 紫野会館
午後２時～４時 紫竹小学校

 問  健康長寿推進課地域支援担当　☎432-1306

その他その他

来年４月に小学校へ入学される保護者の方へ
10月23日（月）頃郵送の入学に関する書類（入学届）を
11月６日（月）までに指定の学校へ提出してください。
 対象  平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ
 注意事項  
・ 国立・私立小学校に入学予定の方、引っ越し予定の
方も、書類に指定された学校に提出が必要
・ 就学時健康診断の日程は、指定の学校へお問い合わ
せください。（届の提出時にも、学校から案内します。）
入学に関する
書類（入学届）

指定の学校または教
育委員会調査課 ☎222-3772

就学時
健康診断

指定の学校または教育
委員会体育健康教育室 ☎708-5321

書類が届かない 市民窓口課 ☎432-1247

11月・12月は「滞納整理強化月間」
夜間・休日の催告や、差押えを強力に実施します！
　特別な事情があって、市税の納付が困難な場合は、
納税相談を行っています。放置せず、まずは相談を！
　京都市の発展を支えるあなたの市税。期限内納付
にご協力をお願いします。
 問  北税務センター　☎432-1245

吹奏楽団「雅」夜空を旅するすいそうがく
～みやびに染まる秋空コンサート～
　夜空や星空をテーマにした吹奏楽。秋の夜空を思い
起こさせる音楽の魅力を存分に味わっていただけます！
 日時  11月19日（日）午後２時～４時（開場午後１時30分）
 費用  無料（申込不要）
 曲目   きらきら星変奏曲、ムーンライトセレナーデ、

見上げてごらん夜の星を　他
 問  北文化会館　☎493-0567

12月９日、10日は京都ハンナリーズ
北区民デー　各日、小・中学生20人をご招待！

 日時  12月９日（土）午後６時５分～　10日（日）午後２時５分～
 対戦相手  島根スサノオマジック
 会場  ハンナリーズアリーナ（右京区西京極新明町１）
 対象  区内在住の小・中学生
 申  往復はがきまたはホームページフォーム

京都ハンナリーズ 検索

＊保護者１名に限り、当日でも前売価格で入場可能
記入項目 
・ 往信用表面（あて先）　〒601-8046　南区東九条
西山町８「京都ハンナリーズ北区民デー招待係」
・往信用裏面　 住所、氏名（ふりがな）、電話番号、観

戦希望日
・返信用表面　郵便番号、住所、氏名
・返信用裏面　記入不要
区民の皆様は２階自由席がお得に観戦できます！
大人　通常2,500円が1,000円　子ども　通常1,500円が500円
 対象  区内在住、通勤・通学の方
 持ち物  当日券売場で、対象であることを証明するも

のまたは、本紙を提示
 問  京都ハンナリーズ　☎050-5533-5588

空き家対策講座・空き家所有者向け相談会（無料）
①空き家所有者向け講座

 問  

☎ 432-1181（代表） Fax 432-0388
開庁  午前８時30分～午後５時 
（土・日・祝日、年末年始を除く）

ご来庁の際は、環境にやさしい公共交通機関で！

北区役所 紫野東御所田町33-1

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　　北区版　　 第２６２号　　平成２９年１０月１５日　（４）

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（☎778-5074）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール

京都いつでもコール 検索

☎６６１‐３
みなここ 

７５５  ＦＡＸ６６１‐５
ごようはここ

８５５
＊番号のお間違いがないようご注意ください
Eメール（ホームページから）

午前８時～午後９時
（年中無休）


