
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。

②高等職業訓練促進給付金等

対象 ひとり親家庭の親で、看護師、准看護師、介護 
福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士、歯科
衛生士、歯科技工士、視能訓練士、言語聴覚士、
製菓衛生師、調理師の資格取得のため、１年 
以上の課程を修業する方

支給額
※1
※2

市民税非課税
世帯の方

月額 100,000 円の給付金と
50,000 円の修了支援給付金

それ以外の方 月額 70,500 円の給付金と
25,000 円の修了支援給付金

申込 修業開始後すぐ

※1 支給期間は原則上限3年
※2 修業の最終1年間は、月額4万円が加算
③ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

対象 ②を活用している方

貸付額 入学準備金（上限 500,000 円）、 
就職準備金（上限 200,000 円）

返還金�
利子

連帯保証人がいる方は無利子
　それ以外の方は年１％
＊返還金の免除の規定あり

申込 ②の申請前に事前相談

④ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

対象 ひとり親家庭の親又は児童

支給額 受講費用の最大 60%( 上限 15 万円 )( 受講 
修了時給付金が 10 万円を超える場合の支給
額は 10 万円）

申込 受講開始前に

問・申＝子どもはぐくみ室（☎681-3281）

健康長寿
● 成人・妊婦歯科相談
日時　 3月25日（水）9:00～10:30
場所　 保健福祉センター（ヘルスピア21内）
対象　 18歳以上の方、妊産婦の方
内容　 歯科医師・歯科衛生士による歯科健診・相談
費用　無料（申込不要）
＊�妊産婦の方は母子健康手帳をご持参ください。

問＝健康長寿推進課（☎681-3573）

保険年金
●�保険料を特別徴収(年金からの引き落し)で�
納付されている方へ（国保・後期）

　２月に保険料を特別徴収で納めていただいた
方は原則、翌年度のご納付も特別徴収となりま
す（４月から保険料の仮徴収を開始）。

問＝保険年金課（☎681-3328）
●�保険料を普通徴収(口座振替、納付書)で納付
されている方へ（国保・後期）

　今月は平成31年度(令和元年度)分保険料の 
最後の納付月です。これまでの分も含め、納付
忘れにご注意ください。

問＝保険年金課（☎681-3356）

福祉
●重度障害者タクシー利用券の継続交付申請
　平成31年度分利用券の有効期限は令和2年3月
31日(火)です。4月以降も引き続き利用券を希望
される方は3月25日(水)以降に申請してください。
＊ 5月以降に申請すると、交付枚数が減ります

のでご注意ください。
持ち物　①身体障害者手帳、療育手帳または精
神障害者保健福祉手帳(お持ちのすべての手帳
を提示してください)　②印鑑(スタンプ印不可)

問・申＝障害保健福祉課（☎681-3282）

お知らせコーナーお知らせコーナー
問＝問い合わせ、申＝申し込み

相談
●各種無料相談

種類 日時 場所

①弁護士による
 京都市民法律相談
　※先着12名
　※事前予約制
　�電話又は窓口で�
予約専用電話
　（☎632-8171）

毎水曜
（祝日を除く）�
13:15～14:55

区役所１階
地域力推進室
相談室

★予約（祝日を除く）
　相談日の前々日～当日
　8:30～17:00
　（当日は14:45まで）

②行政相談委員に
よる行政相談

3月25日（水）�
13:30～15:30

京都アバンティ
１階特設会場

③行政書士による
困りごと相談

3月26日（木）�
14:00～16:00

区役所１階
地域力推進室
相談室

④空き家相談員 
による不動産 

（空き家等） 
活用相談

4月2日（木）
13:30～15:00

区役所１階
地域力推進室
相談室

問 =①②は地域力推進室（☎681-3417）
　　③は京都府行政書士会事務局（☎692-2500）
　　④ は都市計画局まち再生・創造推進室 

（空き家対策担当）（☎222-3503）

子どもはぐくみ
●子育て支援ルーム「すくすくみなみ」開所日

日程 時間
3月25日（水）、4月 9日（木） 10：00 ～ 12：00
4月 2日（木）、4月16日（木） 10：00 ～ 15：00

場所　ヘルスピア21　２階
内容　 親子同士の気軽な交流、子育て相談など
対象　乳幼児とその保護者　費用　無料（申込不要）

問＝子どもはぐくみ室（☎681-3574）
●乳幼児健康相談・乳幼児歯科相談
日時　 4月2日（木）9:00～10:00
場所　 保健福祉センター（ヘルスピア21内）
内容　 小児科医、歯科医師、保健師、管理栄養士、

歯科衛生士による就学までのお子様の相談
定員　20名　費用 無料　申込 前日までに電話で

問・申＝子どもはぐくみ室（☎681-3574）
●パパ・ママ教室
日時　 4月3日（金）13:30～15:30 

＊13:20までにお越しください。
場所　保健福祉センター（ヘルスピア21内）
内容　 赤ちゃんの話、交流会、沐浴体験（パパ

の参加も大歓迎です。）
費用　無料（申込不要）
＊�母子健康手帳、テキスト「赤ちゃんといっ
しょ」をご持参ください。

問＝子どもはぐくみ室（☎681-3574）
●ひとり親家庭の自立支援のための給付・貸付等
　ひとり親家庭の親を対象に、就業に向けた能
力開発のための給付・貸付を実施しています（所
得制限あり）。
①自立支援教育訓練給付金
対象 ひとり親家庭の親で厚生労働大臣指定の教育

訓練講座を受講する方
支給額 受講費用の最大60％

上限 200,000円(※)　下限 12,000円
(※)専門資格の講座を受講する場合の支給 
上限額は、最大80万円（20万円×修業年数 

（最大４年））

申込 受講開始前に

ヘルスピア21 南区西九条南田町１-２
☎0120-21-3356　Fax662-2055

市バス　南区総合庁舎前、九条大宮
休館日　毎週月曜日、年末年始

ヘルスピア筋トレ新規生募集
【基本クラス】
日時　�火曜日11:10～12:10コース(4月7日～6月30日) 

金曜日10:00～11:00コース(4月3日～6月26日)
　　　いずれも全12回
内容　 自重筋トレ、脳トレ、ストレッチ
対象　 中高年以上の運動制限のない方
定員　各コース27名（先着順）
費用　各コース 全12回 8,760円
申込　3月15日（日）から窓口で

【マシンクラス】
日時　�火曜日10:00～11:00コース(4月7日～6月30日) 

水曜日10:00～11:00コース(4月1日～6月17日) 
木曜日10:00～11:00コース(4月2日～6月18日) 
土曜日11:10～12:10コース(4月4日～6月27日)

　　　いずれも全12回
内容　マシン筋トレ、脳トレ、ストレッチ
対象　 中高年以上の運動制限のない方
定員　各コース14名（先着順）
費用　各コース 全12回 11,280円
申込　3月15日（日） から窓口で

南青少年活動センター 南区西九条南田町72　☎671-0356
Fax671-0360　  minami@ys-kyoto.org

休館日　毎週水曜日、年末年始　　市バス　南区総合庁舎前､九条大宮

青少年の自主活動を応援します！
日時　�平日(休館日を除く)･土曜日 10:00～21:00 

日曜日･祝日 10:00～18:00
内容　 ダンス･会議などの活動ができる施設の貸出
対象　 どなたでも
費用　 原則13歳～22歳は無料、23歳以上は 

有料（詳細は問い合わせ先まで）
申込　 電話または来館で(先着順)

図書館 休館日　 毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌 
平日）、年末年始

南図書館
南区東九条南山王町5-5　  市バス　大石橋
☎691-6888　FAX672-9181
●パパのおひざ　3月28日（土） 11:00～
　絵本の読み聞かせ、絵本の紹介など
●「子ども読書の日」記念事業 おたのしみ会
　4月11日（土） 11:00～
　 絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなど
●おたのしみ会　4月18日（土） 11:00～
　絵本の読み聞かせ、折り紙
●「レッツトライ！」関連図書の展示と貸出
　4月1日（水）～30日（木）
吉祥院図書館
南区吉祥院池田町1　 �市バス　塔南高校前�
☎681-1281　FAX681-3202
●塔南高校・書道部 書道パフォーマンス
　3月21日（土） 10:30～
　定員　30名程度　　申込　当日窓口で
●おたのしみ会　3月28日(土) 10:30～
　絵本の読み聞かせなど
●赤ちゃん絵本の会と育児相談
　3月30日(月)10:30～
　赤ちゃん絵本の読み聞かせ、手遊びなど
●「子ども読書の日」記念事業「英語であそぼう！」
　4月5日(日)10:30～
　 ノートルダム女学院高校グローバル英語 

コースの生徒による英語の絵本の読み聞か
せ、手遊びなど

久世ふれあいセンター図書館
南区久世築山町328　 �市バス　築山�
☎931-0035　FAX931-0026
●ちいさなおはなし会　毎月曜 11:00～
　赤ちゃん絵本の読み聞かせ、手遊びなど
● 「子どもの読書の日」記念事業　春のおたの

しみ会　4月18日（土）15:00～
　 「京都南この本だいすきの会」による絵本の

読みがたりなど
● 「子ども読書の日」記念事業　久世中学校 

吹奏楽部コンサート　4月19日（日） 14:00～

区役所 南区西九条南田町１-３
☎681-3111（代）　Fax681-5513

閉庁日　土・日・祝日、年末年始　　市バス　南区総合庁舎前、東寺南門前

毎週月・木曜日は障害保健福祉課の 
窓口(ヘルスピア21内)に手話通訳者が
配置されています。（FAX691-1397）
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