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

お知らせコーナー
問＝問い合わせ、申 ＝申し込み
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

区役所
相談

●各種無料相談
種類
日時
場所
①弁護士による 毎水曜
区役所１階
京都市民法律相談 （祝日を除く）
 地域力推進室
※先着12名
13:15～15:15 相談室
※事前予約制
★予約
（祝日を除く）
予
 約専用電話
相談日の前々日～当日
（☎632-8171）
9:00～17:00
（当日は14:45まで）
又は窓口で
②行政相談委員に 1月27日
（水）
 京都アバンティ
よる行政相談
13:30～15:30 １階特設会場
③行政書士による 1月28日
（木）

困りごと相談
14:00～16:00
問

区役所１階
地域力推進室
相談室

=①は地域力推進室
（☎681-3417･1階⑪番窓口）
（☎802-1100）
②は京都行政監視行政相談センター
③は京都府行政書士会事務局
（☎692-2500）

文化
●お茶のいただき方教室
日時 2月24日(水) 13:30～15:30
場所 区役所ホール(ヘルスピア21内)
内容 茶道裏千家の先生をお招きし、お茶をいた
だく際の基本的な作法について楽しく学ぶ
講師 見保宗定 氏（裏千家）
対象 区内在住又は通勤・通学の方
定員 10名(先着順)
費用 500円
申込 1月18日(月)から2月5日(金)までに電話
又は窓口で
※代表者がまとめて複数人の申込みをする
ことはできません。
※初心者の方も大歓迎です! 普段着で参加
できます。
主管 南区文化協議会
問・申 =地域力推進室
（☎681-3417･1階⑪番窓口）

子どもはぐくみ
●子育て支援ルーム
「すくすくみなみ」
閉所
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
から、当面の間、閉所とさせていただきます。
問 =子どもはぐくみ室
（☎681-3574･ヘルスピア21内②番窓口）
●
「下京・南区の児童館・学童保育所の写真展」
日時 ①1月18日(月) 10:00～21:00
19日(火) 10:00～17:00
②1月25日(月) 10:00～21:00
26日(火) 10:00～17:00
※開催期間中は児童館職員が会場で子育て相談
等に応じます。
（18日と25日は16:00まで）
場所 ①イオンモールKYOTO Sakura館
１階センターコート
②イオン洛南ショッピングセンター
２階パブリックスペース
内容 南･下京区内の児童館と学童保育所18箇
所の子どもたちや、乳幼児親子の皆様の
様子を紹介する写真展
費用 無料
（申込不要）
問 =①山王児童館
（☎671-7376）
②山ノ本児童館
（☎662-1695）
●パパ・ママ教室
日時 2月5日
（金）13:30～15:00
※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 妊娠中の食事と歯の話、スタイ作りの説明、
すくすくみなみ（赤ちゃんの遊び場）見学
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観
点から一部内容を変更しております。)

民

し

ん

ぶ

ん

南区版

費用 無料
定員 先着10組
申込 前日までにお電話で
＊母 子健康手帳、テキスト「赤ちゃんといっ
しょ」
、ハンドタオル２枚又はフェイスタオ
ル１枚をご持参ください。
問・申 =子どもはぐくみ室
（☎681-3574･ヘルスピア21内②番窓口）

健康長寿

●献血会 ～愛の献血にご協力を～
日時 1月21日
（木）13:00～15:00
場所 保健福祉センター（ヘルスピア21内）
問 ＝健康長寿推進課
（☎681-3167･3階㊲番窓口）
●成人・妊婦歯科相談
日時 1月27日
（水）9:00～10:30
場所 保健福祉センター（ヘルスピア21内）
内容 歯科医師・歯科衛生士による相談
対象 18歳以上の方、妊産婦の方
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･3階㊱番窓口）

保険年金

●国民健康保険からのお知らせ
国保に加入の40～64歳の方で介護保険適用
除 外 施 設 に 入 所 中 の 方 は、 国 保 の 保 険 料 の
うち、介護分保険料がかかりません。
施 設 に 入 所 又 は 退 所 さ れ た 場 合 は、14日
以内に必ず保険年金課へお届けください。
問 =保険年金課
（☎681-3328･2階㉗番窓口）

第301号

●南区地域福祉推進のためのシンポジウム
～withコロナ時代における地域福祉のススメ～
日時 2月9日
（火）13:30～15:20
場所 京都テルサ(南区東九条下殿田町70)
内容 地域活動者から事例紹介や感染対策等に
ついての意見交換
定員 ・会場参加 50名
（先着順）
・オンライン参加 制限なし
対象 地域で福祉活動をされている方など
費用 無料
申込 2月1日
（月）までに電話又はFAXで
主催 南区地域福祉推進会議 他
●日常生活自立支援事業
「生活支援員養成研修」
日時 1月26日(火)、28日(木)、2月2日(火)
13:30～15:15
場所 ひと・まち交流館(下京区梅湊町)
内容 高齢の方や知的・精神に障害のある方に福
祉サービスの手続きやお金の管理などを
援助する生活支援員の養成研修
対象 ①南区在住の方で満30歳以上、満75歳
未満の方 ②社会福祉に関心のある方
③月1回～週1回程度の活動可能な方
申込 1月19日(火)までに電話又はFAXで
※ホームヘルパーなど福祉の仕事をしている
方や民生委員の方は、生活支援員に登録い
ただくことが出来ません。
問・申 =3件いずれも 南区社会福祉協議会
（☎671-1589 FAX671-3840）
（受付時間:平日8:30～17:15）

その他
● 2月及び3月は市税の
「滞納整理強化期間」
期間中の夜間・休日に電話等により納税の
お知らせや納税指導を実施します。
また、財産があるにも関わらず、納付がない
場合には、差押等の滞納処分を実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響等により、
市税の納付が困難な場合には、納税を猶予する
制度もありますので、お早めにご相談ください。
問 ＝市税事務所納税第4担当
（☎222-3459）
●市・府民税申告のご案内
新型コロナ感染拡大防止の観点から、可能な
限りお電話でご相談いただき、郵送で提出して
ください。
申告場所

申告期間

2月 1日
（月）
～
市税事務所
（中京区円福寺町337）
3月15日
（月）
及び 区役所臨時窓口
（土・日・祝日を除く）
問 ＝市税事務所市民税第4担当
（☎746-5872）

●所得税の確定申告会場のご案内
場所
西陣織会館
（上京区竪門前町414）

日時
2月16日
（火）
～3月15日
（月）
9:00～16:00（土・日・祝日を除く。
ただし、2月21日(日)・28日(日)は設
置しています。
）

●税理士による確定申告無料相談会場
場所
JA京都中央久世支店
（南区久世大薮町151）

令和 3 年1月15日 （4）

日時

2月16日
（火）
、17日
（水）
10:00～12:00、13:00～15:00

※相続・贈与・譲渡所得の相談は行っていません。
問 ＝いずれも下京税務署
（☎351-9161）
●ボランティアスキルアップ研修
日時 1月20日
（水）14:00～15:30
（南区唐橋経田町）
場所 南区社協ボランティアセンター
内容 「精神疾患について知ろう」
統合失調症やうつ症状を抱えている当事
者の体験や専門医の講話
費用 無料
定員 ・会場参加 10名(先着順)
・オンライン参加 制限なし
申込 会場参加は1月18日(月)、オンライン参
加は1月19日(火)までに電話又はFAXで
主催 南区社会福祉協議会
共催 南区こころの健康を考える会

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）ウィット ( ☎ 072-668-3275)

ヘルスピア21

南区西九条南田町１-２
☎0120-21-3356 Fax662-2055

休館日 毎週月曜日
市バス 南区総合庁舎前、
九条大宮

食事と運動で「貯筋」
教室(全４回)
日時 2月4日(木)、2月18日(木)、3月18日(木)
は14:00～16:00
3月4日(木)は10:00～12:00
内容 体力測定や筋力低下を防ぐための運動・
講話・調理実習等
対象 65歳以上
定員 20名(先着順)
費用 1,000円
申込 来所又は電話
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

南青少年活動センター

卓球のできるお部屋があります
卓球ができるスポーツルームがあり、ラケット
やピン球の貸し出しも行っております。
日時 月
 火木金土 10:00～21:00
日祝
10:00～18:00
対象 どなたでも
費用 無料～1,670円( １時間あたり)
申込 来所又は電話
※申込開始日は年齢によって異なります。

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
市バス 大石橋
南区東九条南山王町5-5
☎691-6888 FAX672-9181
●おたのしみ会
2月13日
（土）11:00～11:30
絵本の読み聞かせなど
●おはなし会～赤ちゃんといっしょ～
2月18日
（木）11:00～11:30
赤ちゃん向け絵本の読み聞かせ、育児相談など
吉祥院図書館
市バス 塔南高校前
南区吉祥院池田町1
☎681-1281 FAX681-3202
●赤ちゃん絵本の会と育児相談
1月25日(月) 10:30～11:15
2月 8日(月) 10:30～11:15
2月15日(月) 10:30～11:15
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
市バス 築山
南区久世築山町328
☎931-0035 FAX931-0026
●おたのしみ会
2月21日(日) 15:00～15:20
大型絵本の読み聞かせなど

※広告内容等は市が推奨するものではありません。

