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　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

国民健康保険の納付には

口座振替のご利用を

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

◆交通遺児奨学金の申請
交通事故で親などを失った児童などに奨学金
が支給されます。
対象者 交通遺児となった高校生（高校生に準
じる満２０歳未満の方を含む）までの方。
奨学金（年額）
乳幼児 １１，０００円 小学生 ２１，５００円
中学生 ４３，０００円 高校生 ６４，０００円
申請方法 ５月３０日（金）までに地域振興課へ。
◆重度障害者タクシー利用券の交付
身体障害者手帳（１・２級）か療育手帳(A

判定）をお持ちで、市バス・地下鉄の福祉乗車
証や敬老乗車証などを利用されていない方に、
小型タクシーの基本料金に相当する利用券を交
付（年間４８枚を上限）します。交付希望者は、
手帳と印鑑を持って福祉課へ。
なお、有効期限のきれた利用券は使用できま
せんのでお返しください。

お取引のある金融機関・郵便局の窓口で、
口座振替の申込み手続きをしてください。
問合せ 保険年金課

◆重度心身障害児者日常生活用具の給付対象品
目の変更について
重度の身体障害のある方に給付する日常生活
用具が、５月１日（木）から一部変更になりま
す。
追加品目 視覚障害者用活字文章読み上げ装置

聴覚障害者用情報受信装置
削除品目 盲人用タイムスイッチ

盲人用秤、自動消火器
文字放送デコーダー

問合せ 福祉課
◆乳幼児健康相談（要予約）
日時 ５月８日（木） 午前９時～１０時
◆基本健康診断・肺がん検診（要予約）
日時 ４月２１日（月） 午前９時～１０時３０分
対象者 ４０歳以上の方
費用 ３００円
◆献血
日時 ４月１７日（木） 午前１０時～午後０時３０分

午後１時３０分～４時
場所 洛央小学校

日時 ４月２３日（水） 午前１０時～正午
午後１時～４時

場所 金光教会館前広場（麩屋通綾小路下る）
日時 ５月７日（水） 午前１０時～正午

午後１時～３時
場所 修徳せんだんホール（新町通松原下る）

★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。
◆★しもせいボランティアスタッフ募集説明会
下京青少年活動センター主催の事業をサポー
トするボランティアスタッフを募集。
参加希望者は、事前にご連絡ください。
日時 ４月１９日（土）、５月１０日（土）

いずれも午後７時～８時３０分
◆★フリースタイルダンス
ストリート系のダンスレッスン。初心者大歓
迎。高校生～３０歳を対象とします。
日時 ５月９日（金）～９月２６日（金）

毎週金曜日 全２０回
午後７時３０分～８時４５分

費用 １１，０００円（一括支払い）
定員 先着１５人
持ち物 動きやすい服装、上履き
◆ファンクミックスダンス
ストリート系のダンスレッスン。初心者大歓
迎。中学生・高校生を対象とします。
日時 ５月１０日（土）～９月２７日（土）

毎週土曜日 全１５回
午後５時３０分～６時４５分

費用 一括 ７，０００円
分割 １，５００円×５か月

定員 先着１５人
持ち物 動きやすい服装、上履き
◆★レクリエーション・カレッジ
レクリエーション活動の基礎を理論と実技か
ら学び、インストラクターの資格を取得しませ
んか。日時などくわしいことは活動センターへ
お問合せください。
◆トレーニングルーム開放
フリーウエイトを中心とした器具を備えたト
レーニングルームを開放しています。
開放日 休館日を除く毎日
対象者 高校生～３０歳
その他 初めて利用される方は、毎週木曜日の
午後７時から８時３０分まで行っているトレーニ
ング教室（参加費４００円）に参加して、トレーナ
ーから器具の使い方や個別メニューの指導を受
けてください。

４月２３日（水）は「子ども読書の日」です。子
どもたちが読書への関心と理解を深め、読書の
好きな子どもが一人でも多くなることを願って、
「子ども読書の日」が昨年から制定されました。

下京図書館では「子
ども読書の日」を記念
し、お楽しみ会を開催
します。みなさんのお
越しをお待ちしていま
す。
◆「子ども読書の日」
記念おたのしみ会
日時 ４月２３日（水）

午前１１時～
内容 絵本のよみきかせ―布絵本―

「みにくいあひるのこ」
紙芝居
「おようふくきようね」
「たべたいな たべたいな」

日時 ４月２６日（土） 午前１１時～
内容 腹話術人形劇
場所 幼児コーナー
◆テーマ別絵本・図書の展示と貸し出し
テーマ 「アトム」・「ビジネス」
期間 ４月３０日（水）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 ５月９日（金） 午後２時～３時３０分
テーマ
「健康リズム体操」
講師 秋吉 道世氏
（リズム体操研究会
会長）
費用 無料
申込み 不要
協力 財団法人大阪

ガスグループ
福祉財団

４月期の老齢福祉年金の支払い（４月１１
日支払開始）を受けられた方（支給停止の
方を除く）は、証書を提出してください。
問合せ 保険年金課

介護保険通知書を郵送
第１号被保険者（６５歳以上）に

４月下旬までに、第１号被保険者（６５歳
以上）の方に介護保険料通知書を郵送しま
す。
お知らせする保険料は、平成１４年度市民
税額などから仮算定したもので、平成１５年
度市民税額の確定後、改めて保険料算定を
行い、７月に再度通知書を郵送します。
２月に保険料を天引き（特別徴収）され
た方は、４月以降も引き続き特別徴収しま
す。特別徴収でない方は、通知書と一緒に
お届けする納付書（４月～６月分）で納め
てください。
なお、災害などの特別な理由があり、一
定の要件に該当する方は、申請すれば保険
料を減免できることがあります。
問合せ 長寿社会課

春たけなわの今日このご
ろ。春は見つかりましたか。
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


