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編 集 部  
　 か ら  

　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
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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

その他 

◆固定資産税の縦覧
所有資産の評価を確認していただくため、固
定資産税（土地・家屋）の評価額の縦覧を行い
ます。
期間・時間 ４月１日（木）～３０日（金）
午前８時３０分～午後５時（土・日・休日除く）
縦覧できる方 固定資産税の納税者（土地の納
税者は土地の、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿
を縦覧できます）及び相続人（戸籍謄本などの
確認書類が必要）、納税管理人及びその代理人
（本人の委任状が必要）
場所 資産所在地の区役所・支所
縦覧に必要なもの 印鑑及び納税通知書（ない
場合は、運転免許証・健康保険証など本人であ
ることを確認できる書類）
審査の申出 固定資産課税台帳に登録された価
格に不服がある場合、４月１日から納税通知書
の交付を受けた日後６０日までの間に、固定資産
評価審査委員会に審査の申出ができます。（土地
の分筆・合筆や家屋の新築等により新たな価格
が登録された場合や、地価の下落に伴う土地の
価格の修正が行われた場合に限ります）
問合せ 固定資産税課
◆市重度障害者タクシー利用券の継続
現在お持ちの市重度障害者タクシー利用券の
有効期限は平成１６年３月３１日です。４月以降も
引き続きタクシー利用券をご利用される方は、
３月下旬以降に、交付申請の手続きを行ってく
ださい。
必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳・現
在お持ちの重度障害者タクシー利用券・印鑑
問合せ 福祉課支援係
◆朝鮮半島・台湾出身の特別永住者で旧軍人・
軍属等であった方等に対して弔慰金等を支給
旧軍人・軍属等として戦死された方のご遺族
や重度戦傷病者の方に弔慰金等が支給されます。
請求期限がせまっています。心当たりのある方
はお気軽にお問合せください。
請求期限 平成１６年３月３１日まで（期限を過ぎ
ると弔慰金が支給されません）
問合せ 福祉課支援係
◆京都市教育扶助資金給付生の募集
生活が苦しく学資の負担が困難な世帯の高校
生などを対象として、選考のうえ奨学金を給付
します。
給付対象 生活保護世帯及び、市民税非課税世
帯の高校生など
給付金額 月額９，５００円（年４回、３ヵ月ごとに

わけて口座振込により給付）
一斉受付期間 ４月１日（木）～２０日（火）まで
問合せ 福祉課地域福祉係
◆基本健康審査・肺がん検診（要予約）
日時 ３月１５日（月） 午前９時～１０時３０分
費用 ３００円 対象者 ４０歳以上の方
◆乳児保健教室（要予約）
日時 ３月２２日（月）午後１時３０分～３時
◆乳幼児健康相談（要予約）
日時 ４月８日（木）午前９時～１０時
◆骨粗しょう症予防健康診査（要予約）
日時 ４月５日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 ４月１９日（月）午前９時～１０時３０分
費用 １，０００円（手骨X線撮影など）
対象者 １８歳から６９歳までの方
申込み 官製ハガキに、「骨粗しょう症予防健康
診査希望」と明記のうえ、郵便番号・住所・氏
名・性別・年齢・電話番号を記入して郵送。
あて先 〒６００―８５８８ 下京区役所保健部普及係
◆急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種
対象者 生後３月から９０月（７歳６ヵ月）に至
るまでの乳幼児
日時 ４月６・１３・２０・２７日（火） 午後１時
３０分～３時１５分（受付）
場所 下京保健所 費用 無料
その他 対象者にハガキでお知らせします。ポ
リオ生ワクチンは２回接種しないと十分な効き
目がありません。今回が初めての人は、今年の
秋にもう一度接種してください。
２回接種していない人で、ハガキがきていな
い場合は、お問合せください。
問合せ 健康づくり推進課保健係

◆しもせいチャレンジキッズ会員登録募集
しもせいで実施する小学生対象の子どもプロ
グラム（ぷれいじむ、ほっちき sスポーツクラ
ブ、一輪車クラブゆにっこなど）に参加してい
ただくための会員登録を受け付けます。登録さ
れた皆さんには年間４回程度の「しもせいチャ
レンジキッズ通信」を送付します。
申込み ２００４年度分受付中。電話、�、E―mail
で氏名・学年・住所・電話番号をお知らせくだ
さい。（プログラムの参加申込は３月２２日から）
対象 市内に在住か通学する小学生
費用 年間 ５００円
◆子どもプログラム概要
�ぷれいじむ しもせいの体育室を小学生の遊
び場として開放。ボランティアスタッフが常駐
しています。 定員 なし
�ほっちき sスポーツクラブ 多種目スポーツ
体験プログラムを実施。第一期は、フィールド
アスレチックとダブルダッチ、ドッチボールを
予定しています。 定員 ４０名
�一輪車クラブゆにっこ一輪車教室（初級・中
級） 初級は、一輪車に乗れない子どもが乗れ
るようになることを目標に指導。中級は、より

高度な技術の習得、検定合格を目指します。
定員 初級・中級ともに１５名
その他 詳しくはお問合せください。

めっきり春めいてきました。今月は、下京図
書館で初めて、赤ちゃん絵本の読みきかせを実
施します。また、お楽しみ会は、動物が活躍す
る楽しいビデオ上映会です。ご来館をお待ちし
ています。
◆赤ちゃん絵本の読みきかせ
日時 ３月１８日（木） 午前１１時～
内容 ・乳幼児と保護者対象の読みきかせ

『いない いない ばあ』
『ぎゅっ』

場所 幼児コーナー
◆おたのしみ会
日時 ３月２７日（土） 午前１１時～
内容 ・ビデオ上映会

『ブレーメンの音楽隊』
場所 幼児コーナー
◆テーマ別図書と絵本の貸出し
テーマ ・図書、絵本…『うた・楽器』
期間 ３月３１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。詳しくは、
下京老人福祉センターへ。
◆高齢者のくらしと健康教室
日時 ４月２日（金） 午後１時３０分～３時
テーマ 意識運動とバランス
講師 布施静江 氏
場所 下京総合福祉センター（東本願寺北側）
費用 無料 申込み 不要

◆シティーカレッジ（２００４年度）受講生募集
大学や短期大学の正規授業を社会人が受ける
ことのできる「シティーカレッジ」。下京区内で
も、その大学ならではの講座を受講することが
できます。
出願期間 ３月３１日（水）まで＜必着＞
出願方法 シティーカレッジ募集ガイドに必要
事項を記入して郵送で出願。ただし、３月２８日
（日）・３０日（火）・３１日（水）は、窓口でも受
け付けます（月曜日休館）。受付時間は９時～１７
時。
募集ガイド配布場所 地域振興課・キャンパス
プラザ京都・市役所。
問合せ �大学コンソーシアム京都（�３５３・９１４０）

３月。卒業シーズンですね。
別れには新しい出会いがある
もの。それぞれ素晴らしいス

タートが切れるよう頑張ってください�
〒６００―８５８８下京区役所 下京のひびき編集部

提供科目一覧表

会 場

池坊短期大学

キャンパス
プラザ京都

開校
形態
前期
後期
通年
通年

集中

後期

通年

前期

前期

後期

受講
定員
２０
２０
２０
２０

２０

２５

３０

１０

２５

１０

科 目 名

いけばなと現代生活�
いけばなと現代生活�
茶の湯と伝統文化�
茶の湯と伝統文化�
日本文化における
花・茶・香
特殊講義―本願寺の探求
特殊講義
―浄土三部経に学ぶ―
演技体験ワークショップ
ビハーラ活動論
―死と愛といのち―
ビハーラ活動内容総論

大学

池
坊
短
期
大
学

龍
谷
大
学

短
期
大

学
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


