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２月・３月は市税の
「滞納整理強化期間」
です

各種相談のご案内

講演会と意見交換会を行いました。
防 災 講 演 会 で は、 佛 教 大 学 の
ご とう ゆき のり

後 藤 至 功 先生から災害に強い地域
づくりについてご講演いただき、

市内在住で60歳以上の方が利用対象
9〜17時 休 日・祝

西京老人福祉センター（☎392-4705）

●すこやか講座
時２月10日（木）14時10分～15時
テーマ「高齢期の栄養についてのお話」
講師 西京区地域介護予防推進センター職員
対市内在住の60歳以上の方
定30名（申込先着順）
申１月24日（月）から来所または電話にて
受付
要飲み物、筆記具、上履き

洛西老人福祉センター（☎335-0766）

●「同好会作品展示開催
内「パソコン同好会Ⅱ」

１月19日（水）～１月29日（土）
「書道同好会Ⅱab」

２月１日（火）～２月12日（土）
「いけばな同好会b」

２月17日（木）～２月19日（土）
※いずれも初日12時から、最終日14時まで
※観覧は年齢を問いません。
所センター内談話室
要上履き、靴袋
●ものづくり講座「小さなバラのコサージュ」
内ベージュピンクのバラに小花をあしらって、
普段使いの小ぶりなコサージュを作ります。
時２月24日（木）10～12時
講師舘花 文香氏・大倉 美知子氏
定８名(申込先着順）
申２月７日（月）～２月19日（土）来所にて
受付
￥850円（申し込み時に必要）
要フラワーばさみ（貸出可）、持ち帰り袋
上履き、靴袋、飲み物

文化財の火災原因は「放火・たばこ・
火遊び」が半数以上を占めているため、
文化財を守るにはそれらを未然に防ぐ
ことが重要とな
ります。
貴重な文化財
を後世へ引き継
ぐため、みんなで
文化財を火災か
ら守りましょう。

文化財防火運動
１月23日（日）～１月29日（土）
文化財防火デー １月26日（水）

西京警察署 391-0110

特殊詐欺にご注意ください！

詐欺の犯人は、警察職員や区役所職員
をかたって、
「逮捕した犯人があなたのキャッシュ
カードを持っています。
」
「医療費や年金の還付金があるので、Ａ
ＴＭで手続きをしてほしい。
」
などと電話をかけて、巧妙にお金をだま
し取ろうとします。
警察などが、キャッシュカードを預
かったり、暗証番号を聞いたりすること
は絶対にありません。
不審な電話があれば、取り合わずに家
族や警察に相談してください。
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西京区地域保健推進協議会委員を募集

京都市バレーボール祭
11月21日に京
都市体育館にて
開催されました。
西京区からは
桂東体育振興会
と川岡体育振興
会が出場され、
川岡体育振興会が２勝し、優秀チームとして
表彰されました。

区民グラウンド・ゴルフ大会
11月28日に光
華大原野グラウ
ンドで開催され
ました。
36チームが出
場され、白熱し
た戦いが繰り広
げられました。
団体
優 勝
準優勝
３ 位

境谷B チーム
樫原A チーム
桂坂A チーム

個人
１ 位
２ 位
３ 位

新田 昌昭さん（境谷B）
塩貝 利夫さん（境谷B）
後藤 龍雄さん（新林A）

地域保健の推進について幅広いご意見を伺い、取組に反映していくため、市民公募
委員として参加いただける方を募集します。
）
募集人数２名
任期委嘱の日から２年間（委嘱予定日：４月１日（金）
応募資格次の条件を全て満たす方
①区内在住で18歳以上の方（令和４年４月１日現在）
②国、地方公共団体の議員または常勤の公務員でない方
③日本語での会話が可能な方（ただし国籍は問いません）
④本市の他の審議会などに２つ以上、公募委員として参画していない方
⑤原則として、
平日の日中に開催される審議会に出席できる方（年１回程度）
⑥過去に本審議会に委員として在籍していない方
応募方法 区役所・支所で配布の応募用紙（区ホームページでのダウンロードも可）に
必要事項および作文（400字程度）を記入し、郵送またはFAXで問まで。
２月10日（木）消印有効。
問 支保 健康長寿推進課地域支援担当
（〒610-1198（住所記入不要） ☎323-7245 FAX332-8420）

らくさい きのひろば

（支所１階ロビー 子育て支援スペース）
日時
タイトル・内容・定員
1月27日（木）
えほんとふれあおう！
14時～15時半
（絵本の読み聞かせ、貸し出し等）
2月10日 (木）
定親子５組（申込先着順）
10時～11時半
1月20日（木）
ま～ぶりんぐ in らくさい きのひろば
2月17日（木）
（簡単工作・手遊び等）
（10～11時）
①０歳児
定①②各回親子４組（申込先着順）
②1～３歳児（11時半～13時）
ぐんぐん☆ぷらす
2月21日（月）
（自由遊び、交流タイム等）
定親子５組
10時15分～11時半
（申込先着順、2月1日（火）から受付）

献血にご協力ください

16

時～ 時 分

洛西支所 ☎332-8111 FAX332-8188

時 ２月６日（日）

代表電話・FAX 番号 西京区役所 ☎381-7121 FAX381-6135

～ 時

所 ラクセーヌ
問 支保 健康長寿推進課（☎ －7２45）

323
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▲意見交換会の様子

行われました。

みんなで文化財を
火災から守りましょう！

西京区の人口、世帯数 人口 148,095人

区市政協力委員と市長との活発な意見交換の場

▲防災講演会の様子

方々をお招きし、専門家による防災

12

月７日、ホテル京都エミナースにて各学区・地域の市

主 防 災 組 織 の 中 心 的 役 割 を 担う

政協力委員連絡協議会会長の方々と門川大作市長との懇談

今年度は、自治連合会会長や自
主防災会会長をはじめ、地域の自

会を開催しました。

した。

懇談会では、西京区のまちづくりに対して小石玖三主世

12月12日に、区役所大会議室に
て西京区総合防災訓練を実施しま

話人代表から、市長への感謝の意が述べられるとともに、

西 京区 総 合 防災 訓 練を実 施

市 政 懇 談 会

これまでのご活動に敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。
ポストコロナ社会においても区民の声を積極的に掘り起こ

問または申込フォームへ
問 区保 健康長寿推進課（☎381-7643）

▲小石さん・津田さん（左から）

組んでいきたいとあいさつが

▲申込
フォーム

行政相談委員として、多年にわたり
行政相談制度の発展にご尽力され、多大
な功績をあげられた方に贈られる「近畿
行政相談委員連合協議会会長表彰」
。
このたび、この栄えある賞を德田清造
桂徳学区自治連合会会長が受賞されま
した。

市長からは、日頃から区民

要動きやすい服装、靴、飲み物
申２月１日（火）～２月14日（月）

社会福祉事業に尽力し、顕著な功績を
残した方などに贈られる「全国社会福祉
協議会会長表彰」
。
このたび、永年にわたり民生児童委員
として職務に精励し、社会福祉の推進に
貢献されたとして小石 敦子さん（樫原
学区）
、津田 八太郎さん（川岡東学区）
が受賞されました。

共有や対応策についての議論が

西京消防署 392-6071

令和 4 年1月15日 （2）

「近畿行政相談委員連合協議会会長表彰」を
受賞されました！

ありました。

定15名（申込多数の場合は抽選）
対区役所管内在住で、医師から運動制限を
されていない18歳以上の方。

桂東小
右京の里
１月27日（木） 11時20分～11時50分
自治会館北側
13時～13時半
大原野小
10時～10時半
松尾小
２月２日（水）
10時50分～11時50分 嵐山東小

第313号

と市政とのパイプ役として、

◆所得税・贈与税・個人事業者の消費税の
申告書作成会場
（上京区堀川今出川下る西側）
所 西陣織会館
！ 右京税務署来所での相談は不可
時２月16日（水）～３月15日（火）
９ ～16時（混雑状況により16時以前に
受付終了の場合あり）
！ 土・日・祝は２月20日（日）および
２月27日（日）のみ開設
要ボールペン、計算器具
！ 相続税の相談は問へ（要予約）
◆申告に関する電話相談
問の番号の後、音声案内の「０」を選択し
て「確定申告コールセンター」へ。
問右京税務署（☎311-6366）

所区役所２階中会議室
「運 動習慣を身に着けるために～正しい
内
ウォーキングの姿勢～」
（講話・実践）
 
講師健康運動指導士 山本 孝氏

（フィットネス企画Q代表）
「お口の健康とお口の体操」
（講話・実践）

講師保健福祉センター歯科衛生士

10時～10時40分

西京区版

市政並びに区政の推進に不可

は行いませんので、下記までご相談くだ
さい。

（☎801-4196）
移動図書館
「こじか号」
巡回

ん

欠な役割を果たされている皆

！ 税 理士会の確定申告相談会は区役所で

「全国社会福祉協議会会長表彰」を
受賞されました！

洛西図書館（☎333-0577）
１月27日（木） 赤ちゃんと絵本をひらく会職員によ
る絵本の読み聞かせ、手遊びなど
11時～
「洛西読み聞かせの会」おはなし会
２月５日（土）
「おはなし宝石箱」による絵本の
14時～
読み聞かせなど
２月19日（土）
おたのしみ会
絵本の読み聞かせなど
14時～

ぶ

さまへの感謝の言葉ととも

令和３年分所得税確定申告のご案内

おたのしみ会
職員による絵本の読み聞かせ
など
アフロのおはなしやさんと絵本
１月28日（金）
を楽しむ会
10時半～
手づくり大型絵本、手遊びなど
２月12日（土） 保育士によるあかちゃん絵本の会
手遊び、育児相談など
11時～

１月22日（土）
15時～

ん

おめでとうございます

での自主防災活動における課題の

●

健康づくりサポーターは、区役所・支所
ごとに地域の健康づくりをサポートするボ
ランティアです。区役所管内では「西京竹
サポ」
、
支所管内では「らくサポ」が活動し
ています。本講座を受講し、
「竹エクササイ
ズ教室」もしくは「第６回西京健康づくり
ウォーキング」に参加された方は、
「西京竹
サポ」として活動することができます（登
録制）
。
時２月21日（月）10～12時（受付９時45分～）

西京図書館（☎392-5558）

し

意見交換会では、各学区・地域間

●

西京区健康づくりサポーター
養成講座

０才～小学校就学前のお子様向け…

民

に、引き続き、皆さまと協働

時２月１日（火）～３月15日（火）
（土・日・祝除く）
所区役所・支所２階
※市税事務所（中京区室町通御池南入円
福寺町337ビル葆光４階）でも受付
対令 和３年１月から12月までの所得金額
が市・府民税の基礎控除額と扶養控除額
の合計額を超える市内在住（令和４年１
月１日現在）
の方。
（所得税の確定申告を
した方や、所得が給与だけで、勤務先か
ら給与支払報告書が提出されている方
は、通常、申告は不要）
※税 制改正の内容については、市ホーム
ページをご覧ください。
※還付申告等の簡易な確定申
告書のお預かりもできます。
！ 相談不可
▲税制改正
問市税事務所市民税第３担当
について
（☎746-5849）

スタンプラリーは、
３月25日
（金）
まで実施しています。台紙は
区役所・支所の健康長寿推進課
で配布中です！

変更の可能性があります

土・日・祝9時半〜17時
休 火（祝日の場合、
翌平日）

伏 ＝伏見区役所
記号の見方 ○
市
深
醍 ＝醍醐支所
＝深草支所
○
○

し、西京区の活性化に向けた

ため、可能な限り電話での相談と郵送で
の申告書の提出にご協力お願いします。

介護保険第２号被保険者※の方がおられ
る世帯の保険料は、医療分保険料、後期高
齢者支援分保険料に介護分保険料を加えた
額となります。
ただし、介護保険第２号被保険者の方が
介護保険適用除外施設に入所された場合
は、入所期間中の介護分保険料の納付が不
要となり、退所された場合に再び納付が必
要となります。入所または退所された場合
には、必ず14日以内に問まで届出をしてく
ださい。
※京都市国民健康保険など医療保険に加入
している40歳から64歳の方。
問 区保 保険年金課（☎381-7406）
支保 保険年金課（☎332-9297）

「らくさい健康長寿プロジェクトスタン
プラリー」の景品交換（たけにょんマフ
ラータオルなど）が始まります。
交換条件取組７項目のうち、３項目以上に
合計５つ以上のスタンプがある。
交換期間１月25日（火）～３月25日（金）
※土・日・祝を除く。
交換場所 支保 健康長寿推進課３番窓口
！ 景品交換は１人１回のみ
（先着300名）
。
問 支保 健康長寿推進課（☎332－8140）

●

検索

まちづくりを進めていきたい

！ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

介護保険適用除外施設に入所
または退所されたときは

「らくさい健康長寿プロジェクト
スタンプラリー」景品交換スタート！

Ｋ
..● 平日9時半〜19時

京都いつでもコール

との力強い決意が述べられま

市・府民税申告の臨時窓口の設置

問市税事務所納税第3担当
（西京区担当☎222-3455、
西京区洛西担当☎222-3456）

踏み竹を使った運動やお口の
体操、簡単ストレッチ
時①２月14日（月） ②３月28日（月）
①②とも11～12時（受付10時45分～）
所 区役所２階 ①大会議室 ②中会議室
定①15名②10名（いずれも申込先着順）
対医師から運動制限をされていない18歳
以上の方
要動きやすい服装、飲み物、タオル、踏み
竹（お持ちの方）
申①１月31日（月）
②３月14日（月）から問へ
！ グループでの申し込み不可
問 区保 健康長寿推進課（☎381-7643）

※おかけ間違いにご注意ください。

した。

毎週水曜日
（閉庁日を除く）
13時15分～15時15分
（各20分以内）
場所 区役所２階相談室 支所２階会議室
定員
12名
６名
相談日の週の月曜日から当日の９～
予約 17時
（当日は14時45分）
までに、問
い合わせ先へ電話または来庁で。
区役所まちづくり 支所まちづくり推
問い合
推進担当
進担当
わせ先
（☎381‐7197） （☎332‐9318）
日時

「竹エクササイズ教室」

期間中の夜間・休日に、電話などにより
納税のお知らせや納税指導を実施する場合
があります。
新型コロナウイルス感染症の影響などに
より、市税の納付が困難な場合は、お電話
で問までご相談ください。

☎ 661-3755
℻ 661-5855

8時〜21時／年中無休

し、地域の絆をより強固にできるよう、行政と協働で取り

行政書士による無料相談会
内遺言、相続、成年後見、クーリングオ
フなど
時２月15日（火）13時半～16時（当日
先着順）
所支所第１会議室
問京都府行政書士会（☎692-2500）
日本行政書士会連合会
公式キャラクター
ユキマサくん
弁護士による無料法律相談（予約制）

京都いつでもコール

西京区版

世帯数 65,030世帯

※令和3年12月1日現在

区ホームページ▶

主催・申し込み・問い合わせ
主催：洛西読み聞かせの会
協力：洛西図書館
申・問支所総務・防災担当（☎332-9185）
主催・申・問つどいの広場ま～ぶりんぐ
（☎333-8285）
共催：基幹ステーション
（洛西地域の児童館）
京都市久世保育所
協力・申・問
支保 子どもはぐくみ室（☎332-9186）

