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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

◆介護保険被保険者証を一斉更新します
第１号被保険者（６５歳以上の方）全員の方と、
第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満で医療保険
に加入している方）で既に介護保険被保険者証
をお持ちの方に、新しい介護保険被保険者証を
９月３０日までにお送りします。
お手持ちの介護保険被保険者証の有効期限が
９月３０日までとなっていますが、これは被保険
者証そのものの有効期限であって、要介護認定
などの有効期間に、今回の一斉更新は関係あり
ません。
新しい介護保険被保険者証は今月から使用で
きます。既にお持ちの被保険者証は、細かく切
るなどして確実に処分してください。
問合せ 福祉介護課介護保険担当（�３７１・７２２８）
◆児童扶養手当・特別児童扶養手当の請求をお
忘れなく
〇児童扶養手当
支給対象 父母の離婚などにより父と生計を同
じくしていない児童の母や、父に一定の障害が
ある児童の母、または母にかわってその児童を
育てている人
※所得が一定以上ある場合は支給停止となり、
児童が児童福祉施設に入所している場合などは
支給されません。
※昭和６０年８月１日から平成１０年４月１日の間
に支給要件に該当された方は請求できません。
対象児童 １８歳に到達以後最初の３月３１日まで
の児童（中程度以上の障害がある場合は２０歳未
満）
手当額（月額） 前年の所得額（手当の受給者
が児童の母の場合、児童の父から母または児童
が受け取った前年の養育費の８割相当額を含む）
に応じて支給額が決まります。
児童１人のとき全部支給 ４１，８８０円

一部支給 ９，８８０円～４１，８７０円
※２人目は５，０００円、３人目以降は１人増えるご
とに３，０００円が加算されます。
〇特別児童扶養手当
支給対象 精神または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、または
父母にかわってその児童を育てている人。
※所得が一定以上ある場合は支給停止となり、
児童が児童福祉施設に入所している場合などは

支給されません。
対象児童 ２０歳未満の児童
手当額（月額） １級 ５０，９００円

２級 ３３，９００円
問合せ 児童扶養手当 支援課児童扶養手当担
当（�３７１・７２１８）／特別児童扶養手当 支援課
特別児童扶養手当担当（�３７１・７２１７）
◆骨粗しょう症予防健康診査（要予約）
日時 １０月３日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 １０月１７日（月）
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・年齢・
性別・電話番号を記入して、〒６００―８５８８下京区役
所健康づくり推進課普及担当に郵送
問合せ 健康づくり推進課普及担当

（�３７１・７２９２）
◆献血
�日時 ９月２７日（火）午前１０時～午後０時３０
分・午後１時３０分～４時
場所 稚松集会所
�日時 ９月２８日（水）午前１０時～正午・午後
１時～４時
場所 植柳小学校
�日時 １０月５日（水）午前１０時～正午・午後
１時～４時
場所 光徳集会所前
�日時 １０月６日（木）午前１０時～１１時３０分・午
後０時３０分～４時
場所 京都西川前（河原町通松原）
�日時 １０月１３日（木）午前１０時～午後０時３０分
場所 元有隣小学校（現尚徳中学校）
�日時 １０月１３日（木）午後２時～４時３０分
場所 ひと・まち交流館 京都
�日時 １０月１４日（金）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
問合せ 健康づくり推進課管理担当

（�３７１・７２６５）
◆急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種
日時 １０月４・１１・１８・２５日（いずれも火曜日）

午後１時３０分～３時１５分
対象 生後３か月から７歳６か月までの乳幼児
その他 ＢＣＧを先に接種していただきたいた
め、生後５か月以上の乳幼児を対象に封書でお
知らせしています。ポリオワクチンは、２回接種
しないと十分な効き目がありません。今回が初
めての方は、来年の春にもう一度接種してくだ
さい。２回の接種がまだにもかかわらず、封書が
届いていない方は、お問い合わせください。
問合せ 健康づくり推進課保健担当

（�３７１・７２９１）
◆たばこ卒煙教室参加者募集
教室に参加して、たばこをやめてみませんか。
日時 １０月１３日（木）午後１時～３時３０分
内容 医師による講話、ニコチンチェックなど
定員 ２０名（先着順）
申込み 電話にて受付
申込締切 １０月５日（水）
問合せ 健康づくり推進課保健担当

（�３７１・７２９１）

◆歯周病予防教室参加者募集
日時 １０月１４日（金）午後１時３０分～
（受付 午後１時～）
内容 歯科医師・歯科衛生士による講話
申込み 電話にて受付
問合せ 健康づくり推進課保健担当

（�３７１・７２９１）

申込みは、電話・�・Ｅメールで受付
◆ストリート系ダンス参加者募集
ジャズやヒップホップの要素を取り入れたス
トリート系のダンスレッスンです。
〇フリースタイルダンス
日時 １０月７日～３月３日の毎週金曜日（全２０
回）午後７時３０分～８時４５分
対象 高校生～３０歳の方 費用 １１，０００円
定員 ２０名（先着順）
〇ファンクミックスダンス
日時 １０月１５日～２月２５日の毎週土曜日（全１５回）
午後５時３０分～６時４５分
対象 中学生～高校生の方
費用 （一括）７，０００円

（月払い）１，５００円×５か月
定員 １５名（先着順）
◆ほっちきｓスポーツクラブ
収穫祭＆サッカー交流会参加者募集
京都府井手町で、さつまいもと枝豆を収穫し、
現地小学生たちとのサッカー交流会を行います。
日程 １０月２２日（土） 対象 小学生
費用 ２，０００円（交通費・昼食代等含む）
申込み ３０名（先着順）
その他 しもせいチャレンジキッズへの登録が
必要です（登録料：５００円）

朝夕がしのぎやすくなりました。味覚の秋、
芸術の秋、そして読書の秋です。ゆっくり本を
読むのに最適な季節。大いに図書館を利用しま
しょう。
◆お楽しみ会
日時 ９月２４日（土）午前１１時～
内容 オリジナルしおりを作ろう
場所 幼児コーナー
◆テーマ別図書の展示と貸出し
期間 ９月３０日（金）まで
内容 「介護・福祉」 場所 特設コーナー
◆テーマ別絵本の展示と貸出し
期間 ９月３０日（金）まで
内容 「そら」 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 １０月７日（金）午後１時３０分～３時
内容 「歴史講座 京都炎上 禁門の変」
講師 川崎泰市氏（京都維新を語る会）
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

行行政政にに関関すするるごご相相談談をを伺伺いいまますす
行行政政ななんんででもも相相談談所所

相続・登記・税金・年金など、行政に関
するご相談に応じます。
日時 １０月３日（月）

午後１時３０分～３時３０分
場所 下京区総合庁舎４階 会議室
問合せ 総務省京都行政評価事務局（�２１１
・１１００）・まちづくり推進課（�３７１・７１７０）

初秋の風情が溢れる下京八
景を写真や俳句に表してみま
せんか。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


