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日 月 火 水 木 金 土 

月 

　下京区役所（区民部・福祉部・保健部） 
　　　　　　　　　 1371・7101（代）　　 
　　　　　 区民部　6351・4439　 
　　　　　 福祉部　6351・8752 
　　　　　 保健部　6351・9028

1314・5636 
6314・5640 
     shimosei@jade.dti.ne.jp

下京青少年活動センター 
（ユースサービス下京） 

下京図書館　　　1351・8196 

下京老人福祉センター　1341・1730

◇税金・相続・遺言なんでも相談
行政相談員が税金・相続・遺言などのご相談
に応じます。
日時 １０月２４日（木） 午後１時３０分～４時
場所 下京区総合庁舎 ４階会議室
問合せ 京都行政評価事務所（�２１１―１１００）また
は、地域振興課まで。
◇国民健康保険被保険者証（保険証）を更新
現在お持ちの保険証の有効期限は、１１月３０日
までです。１２月１日以降は使用できませんので、
ご注意ください。
新しい保険証は、１１月初めから郵送などでお
届けします。なお、保険料を滞納していると、
有効期限を短縮した保険証や、いったん医療費
の全額をお支払いいただく「資格証明書」を交
付することがあります。
問合せ 保険年金課
◇児童扶養手当・特別児童扶養手当の請求を
★児童扶養手当 父母の離婚などで父と生計を
別にしている児童の母や、父が一定の障害状態
にある児童の母などに支給される手当です。
支給要件に該当してから、５年を経過すると
請求できなくなりますので、ご注意ください。
★特別児童扶養手当 精神や身体に中程度以上
の障害がある児童を家庭で養育している父母な
どに支給される手当です。
児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給要件
や支給額などくわしくは、保険年金課まで。
◇戦傷病者などの妻へ特別給付金を支給
平成８年５月に最終償還を迎えた、戦傷病者
などの妻への特別給付金の受給権を取得した妻
で、夫が平成５年４月１日から平成８年９月３０
日までの間に、公務傷病以外の原因で死亡され
た方に特別給付金が支給されます。
支給額などくわしくは、福祉課または、京都府
保健福祉部地域福祉・援護課（�４１４―４６２３）へ。
◇乳幼児健康相談（要予約）
日時 １１月１４日（木） 午前９時～１０時
◇献血
日時 １０月１６日（水）午前１０時～午後０時３０分

午後１時３０分～４時
場所 元安寧小学校
日時 １０月２３日（水）午前１０時～正午

午後１時～４時
場所 醒泉会館（油小路通万寿寺上る）
日時 １０月２８日（月）午前１０時～正午
場所 元有隣小学校
日時 １０月２８日（月）午後１時３０分～４時
場所 菊浜区民会館（元菊浜小学校）

日時 １１月８日（金）午前１０時～１１時３０分
午後０時３０分～４時

場所 淳風小学校
◇セット検診
半日でいろいろな検診をまとめて受診。
日時 １１月２５日（月） �午前９時～

�午後１時～
対象 ４０歳以上で本年度各種検診未受診の方
場所 下京保健所（下京区総合庁舎内）
検査項目・費用
結核検診 無料 基本健康診査 ３００円
肺がん咯痰検査（必要な方） １，０００円
胃がん検診 １，０００円
大腸がん検診 ３００円
乳がん検診（女性のみ） ３００円
乳房超音波検査（必要な方） １，０００円
定員 各検診項目とも先着３５人
申込み １１月８日（金）までに、検診希望項目
を電話で健康づくり推進課普及係へ申込み。
◇健康教室「糖尿病予防教室」
糖尿病の予防について学ぶ連続の教室です。
日時 １１月５日（火）、１９日（火）

いずれも、午後１時受付け
場所 下京保健所（下京区総合庁舎内）２階
内容 糖尿病予防の話・体操・調理実習
問合せ 健康づくり推進課
◇インフルエンザ予防接種
対象者 �６５歳以上の方、�６０歳以上６５歳未満
の方で、心臓・肝臓もしくは、呼吸器の機能ま
たは、HIVウイルスによる免疫機能に障害があ
る方。
接種期間 １１月１日（金）～来年２月２８日（金）
インフルエンザは、シーズンによって流行す
るウイルスの種類が変わります。毎年受けてい
ただくことをおすすめします。
接種場所 指定医療機関で予約をしてから接種
してください。
費用 １，０００円（免除制度あり）
◇犬の登録と狂犬病予防注射
飼い主は、生後９１日以上の犬に生涯１回の登
録と毎年１回の狂犬病予防注射を受けさせなけ
ればなりません。このことは、狂犬病予防法で
飼い主に義務付けられています。
◇「食・栄養・健康フェスタ２００２」
日時 １１月４日（月・振替休日）

正午～午後５時
場所 京都駅ビル駅前広場(JR京都駅北側）
内容 アトラクション、医のひろば、歯のひろ
ば、介護の広場、救急訓練など
問合せ �下京西部医師会事務所（�３２２―０１７７）

（月）～（金） 午後１時～５時

☆は市内に在住か勤務、在学の中学生～３０歳
対象。申込みは電話・�・Eメールで受付け中。
◇チャリティーフェスタ
恒例となったフリーマーケットや模擬店、キ

ッズファンクダンス、ストリートダンスなどの
お楽しみが催されます。
日時 １１月４日（月・振替休日）

午前１１時～午後４時
その他 キッズファンクダンス（小学生対象）
とストリートダンスの参加については、下京青
少年活動センターへお問合せください。
◇☆レクリエーションカレッジ ―後期―
レクリエーションインストラクターの資格を
取得するためのコース。生涯スポーツ、青少年
育成、福祉レクリエーションなどに関心のある
方向けの実践的な内容です。
日程 来年１月１９日・２月２日（日）

２月１５日（土）～１６日（日） １泊２日
費用 １２，０００円程度（テキスト代含む）

単位履修�１時間５００円
◇ベアーズスポーツクラブ「山吹ハイキング」
井手町ふるさと案内人に井手町の自然やまち
を紹介してもらいながら楽しむハイキング。
日時 １１月１７日（日） 集合時刻・場所は未定
行き先 山吹ハイキングコース（京都府井手町）
対象者 小学生 定員 ４０人
費用 ２，０００円（食費、交通費、保険代などを含む）
その他 参加者は、しもせいチャレンジキッズ
へ登録（５００円）してください。
◇☆わんでいスポーツクラブスタッフ募集
小学生に日帰りで楽しめる、アウトドアスポ
ーツ体験プログラムの企画や引率をしていただ
けるスタッフを募集しています。

読書の秋です。下京図書館では、蔵書検索が
インターネットで素早くできるシステムを導入
しました。どんどん本を読みましょう。
◇おたのしみ会
日時 １０月２６日（土） 午前１１時～
内容 絵本の読み聞かせ

「ねずみくんとホットケーキ」
なぞなぞ

場所 幼児コーナー
◇テーマ別図書・絵本の展示と貸し出し
テーマ 「星」「宇宙」
期間 １０月３１日（木）まで
場所 特設コーナー

市内に在住の６０歳以上の方対象。くわしくは、
下京老人福祉センターへ。
◇高齢者のくらしと健康講座
日時 １１月８日（金） 午後１時３０分～３時
テーマ 「心豊かな老後とは」

ちゅうしょういん

講師 比叡山中正院住職
うえ の りょうめい

比叡山中高等学校副校長 上野良明氏
費用 無料 申込み 不要
◇高齢者健康教室受講生募集
腰痛解消のための連続講座です。「つらい腰痛
をすっきり解消�」をテーマに３回開催します。
第１回 １１月１１日（月）午後１時３０分～３時
テーマ 「実践� 腰痛対処法」

くろ き ゆ き お

講師 黒木由紀夫氏 �京都府柔道整復師会
第２回 １１月１８日（月）午後１時３０分～３時
テーマ 「腰痛の予防と対策」

ふか え えいいち

講師 深江英一氏 下京東部医師会
第３回 １１月２５日（月）午後１時３０分～３時
テーマ 「チューブ体操で腰痛解消�」

さい じ よし お

講師 才冶義男氏 京都南病院
健康管理センター部長

費用 無料 定員 先着５０人
申込み １０月２１日（月）～

深まる秋の楽しみはいろい
ろあるけれど、一番はおいし
い食べ物かな… 編集部では

皆さんからのお便りをお待ちしています。
〒６００―８５８８下京区役所下京のひびき編集部
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古紙配合率１００％再生紙・大豆油インクを使
用しています


