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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

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
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小学生対象の子どもプログラムに参加してい
ただくための平成１７年度会員登録を受け付けて
います。
対象 市内在住か通学する小学生
費用 年間５００円（来年３月末日まで有効）
その他 会員情報誌「しもせいチャレンジキッ
ズ通信」を年間４回程度送付します。

● ● ●子どもプログラム参加者募集●● ●

☆京都一輪車クラブゆにっこ・一輪車教室
レベルに応じたクラスで指導します。
�初級クラス 一輪車に乗車できない小学３～
６年生対象
�中級クラス 一輪車に手放し乗車と前進でき
る小学生対象
受講日 ４月２４日～９月１１日の日曜日（月２回）
時間 �午後２時～３時

�午後３時～４時
定員 いずれも１５名（先着順）
費用 ５，５００円
申込み ３月１７日（木）から受け付け
☆ほっちき sスポーツクラブ 第１期
いろいろなスポーツとレクリエーションを体
験するクラブです。１回のみの参加も受け付け
ます。
日程・内容
�５月１４日（土） ウォークラリー
�６月１１日（土） バスケットボール
�７月９日（土） ドッチビー
時間 午前９時３０分～午後４時
（プログラムにより変更します）
費用 全回参加 ５，０００円
１回のみ �３，０００円 �１，５００円 �１，５００円
定員 ３０名（先着順）
申込み ３月１７日（木）から受け付け

◆固定資産税評価額の縦覧
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 ４月１日（金）～５月２日（月）（土・日
・休日を除く） 午前８時３０分～午後５時
場所 資産所在地の区役所・支所
対象 固定資産税の納税者（土地の納税者は土
地、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿を縦覧でき
ます）・相続人（戸籍謄本などの確認書類が必
要）・納税管理人とその代理人（本人の委任状
が必要）
必要なもの 印鑑・納税通知書（無い場合は運
転免許証や健康保険証など本人であることを確
認できる書類）
審査の申し出 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し出ができます（土
地の分筆・合筆や家屋の新築などにより新たな
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）。
�地価の下落に伴う平成１７年度固定資産（土地）
の価格の修正について
土地の価格は原則として評価替え時（最近で
は平成１５年度）の価格が３年間据え置かれます
が、平成１７年度については、その後も地価が下
落している地域について、平成１６年７月１日時
点までの下落を反映するよう、価格の修正を行
います。
問合せ 固定資産税課（�３７１・７１９７）または資
産所在地の区役所・支所の固定資産税課もしく
は課税課固定資産税担当

◆市重度障害者タクシー利用券の継続交付
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１７年３月３１日までです。４月以
降も引き続きタクシー利用券を利用される方は、
３月２５日以降に交付の申請手続きをしてくださ
い。なお、４月中に手続きをされなかった場合、
交付枚数が少なくなることがあります。
必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳・
印鑑・現在お持ちの重度障害者タクシー利用券
問合せ・申請先 支援課（�３７１・７２１７）
◆乳児保健教室（要予約）
日時 ３月２８日（月）午後１時３０分～３時
問合せ 健康づくり推進課（�３７１・７２９１）

◆基本健康審査・肺がん検診（要予約）
日時 ４月１８日（月）午前９時～１０時３０分
対象 ４０歳以上の方 費用 ５００円
問合せ 健康づくり推進課（�３７１・７２９１）
◆骨粗しょう症予防健康診査（要予約）
日時 ４月４日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 ４月１８日（月）午前９時～１０時３０分
対象 １８～６９歳の方
費用 １，０００円（手骨X線撮影など）
申込み 官製はがきに「骨粗しょう症予防健康
診査希望」と明記のうえ、住所・氏名・性別・
年齢・電話番号を記入して〒６００―８５８８下京区役所
保健部普及係
◆献血
�日時 ４月７日（木）
午前１０時～１２時・午後１時～４時
場所 金光教会館前広場

（麩屋町通綾小路下る）
�日時 ４月２０日（水）
午前１０時～１２時３０分・午後１時３０分～４時
場所 洛央小学校
◆急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種
日時 ４月５・１２・１９・２６日（火）
午後１時３０分～３時１５分
対象 生後３か月～７歳６か月未満の乳幼児
費用 無料
その他 BCG接種を先に受けていただきたいた
め、生後５か月以上の方にハガキでお知らせし
ています。また、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。今回がは
じ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届いて
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（�３７１・７２９１）

申込みは、電話・�・Eメールで受け付け。

春の足音が聞こえるころとなりました。今月
のおたのしみ会は、大型紙芝居と絵本のよみき
かせです。皆さんのお越しをお待ちしています。
◆おたのしみ会
日時 ３月２６日（土）午前１１時～
内容 ○大型紙芝居「あおむしだれのこ」

○絵本のよみきかせ
場所 幼児コーナー
◆テーマ別図書の展示と貸出し
期間 ３月３１日（木）まで
内容 「おしゃれ」 場所 特設コーナー
◆テーマ別絵本の展示と貸出し
期間 ３月３１日（木）まで
内容 「お天気」 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。
◆ゆうゆう講座
日時 ４月２２日（金）午後１時３０分～３時
内容 「椅子に座ってでもできる生活習慣病予

防の体操と筋力強化運動」
講師 鴇田 佳津子氏（健康運動指導士）
場所 下京老人福祉センター（東本願寺北側）
費用 無料
申込み 不要

■ ■ ■ 教育扶助資金給付生の募集 ■ ■ ■

市では、生活が苦しくて学資の負担が困難な
世帯の高校生などを対象に、選考のうえ奨学金
を給付しています。
対象 市民税非課税世帯などの高校生など
給付金額 月額９，５００円（平成１６年度実績）

※３か月ごとに口座振込により給付
受付期間 ４月１日（金）～２０日（水）
問合せ・申請先 福祉介護課（�３７１・７２１４）

�ストリート系ダンスの受講生募集�
ヒップホップやジャズのリズムとステップを
もりこんだレッスンです。２つのクラスがあり
ます。初心者の方も大歓迎します。
定員 いずれも１５名（先着順）
申込み ４月４日（月）から受け付け
持ち物 動きやすい服装、ダンスのできる上靴
☆フリースタイルダンス
受講日 ５月１３日～９月３０日の毎週金曜日（祝
日除く、全２０回）
時間 午後７時３０分～８時４５分
対象 市内在住か通勤・通学する高校生（１５歳）
～３０歳
費用 １１，０００円
☆ファンクミックスダンス
受講日 ５月１４日～９月１７日の土曜日

（月３回・全１５回）
時間 午後５時３０分～６時４５分
対象 市内在住か通学する中学～高校生（１３～
１７歳）
費用 ７，０００円（一括払い）または１，５００円×５か
月（月謝制）

うららかな日差しがそそぐ
春の日は、散歩に最適ですね。
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


