
区役所への郵便物は郵便番号（〒600-8588）を 
記載するだけで届きます（住所不要） 

下京区役所（区民部・福祉部・保健部） 
〒600ｰ8588 
下京区西洞院通塩小路上る 福祉部 6351ｰ8752

区民部 6351ｰ4439

保健部 6351ｰ90281371ｰ7101（代） 

福　祉 

保　健 

 
 

下京青少年活動センター （ユースサービス下京） 

〒600ｰ8871 
下京区七本松通 
七条上る一筋目西入 

6314ｰ5640
1314ｰ5636

shimosei@jade.dti.ne.jp

〒600ｰ8449 下京区新町通松原下る 1351ｰ8196 
下京図書館 

下京老人福祉センター 
〒600ｰ8166 下京区花屋町通室町西入 1341ｰ1730 

◆償却資産（固定資産税）の調査にご協力を
固定資産税は、減価償却の対象となる事業用
の資産についても償却資産として課税されます。
償却資産については申告制度がとられており、
市では申告内容を確認するため、帳簿確認調査
を実施しています。調査のため、税務書類など
の開示または写しの提出を求めることがありま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
� 固定資産税課（�３７１―７１９６、７１９７）

◆夏季特別生活相談及び特別生活資金貸付
疾病や不測の事故などのため、お盆の時期に
生活に困られる世帯に対して生活相談を行い、
必要と認められる世帯に貸付を行います。
相談日時 ７月１０日（火）～１３日（金）
午前９時～１１時３０分、午後１時～３時
場所 下京区役所４階会議室
貸付日 ７月２０日（金）
貸付の内容
�世帯員１人３万円を目安に１世帯１５万円まで
�担保・保証人は不要、無利子
�１か月以上３か月以内の据置期間を含めて２
年以内に、原則として均等月賦で返済
貸付が受けられない世帯
�ボーナスなどの臨時収入がある場合や、他の
共済制度により貸付を受けることができる世
帯
�生活保護を受けている世帯
�以前に夏季または歳末でこの資金貸付を受け、
償還率が８０％に満たない世帯
�償還能力に欠けると認められる世帯
申請に必要なもの
印鑑、健康保険証など住所と家族構成を明ら
かにできるもの
� 福祉介護課福祉担当（�３７１―７２１４）
◆重度心身障害児者日常生活用具給付等事業
給付品目の自動消火器の対象を拡大します
身体障害１、２級の方及び知的障害重度また
は最重度の方を対象とする（世帯の状況により、
対象とならない場合もあります）自動消火器に
ついて、７月１日から、「地震等による揺れを感
知し、ガスこんろの火を自動で消火するもの」
についても給付の対象とします。
� 支援課障害福祉担当（�３７１―７２１７）

場所の記載がないものは、下京保健所で実施。
◆特定疾患医療受給者票の継続手続
平成１９年度の特定疾患医療受給者票の継続（更
新）手続きを受け付けています。
必要書類 お手持ちの受給者票、申請書、診断
書、同意書、健康保険証の写し、印鑑、生計中
心者の前年所得税額を証明する書類、医師の意
見書（一部の方）、重症申請書、（重症）診断書
（重症認定の方）

申請期限 ７月３１日（火）
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆乳幼児健康相談
日時 ６月２８日（木）午前９時～１０時
対象 ０歳～小学校就学前の乳幼児とその家族
費用 無料 申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆子育てサポート教室
日時 ６月２５日（月）午後１時１５分～３時
対象 １歳までの乳児とその家族
定員 ３０組（申込順）
費用 無料 申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆骨粗しょう症予防健康診査
日時 ７月２日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 ８月６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 電話にて受付中
� 健康づくり推進課普及担当（�３７１―７２９２）
◆市民検診
日程 ６月２１日（木）下京中学校

２５日（月）淳風小学校
２６日（火）七条小学校

７月２日（月）七条中学校
３日（火）七条第三小学校

時間 いずれも午後１時３０分～３時３０分
検診内容・対象・費用（免除規定有り）
�胸部Ｘ線撮影 １５歳以上の方 無料
�基本健康診査 ４０歳以上の方 ５００円
�大腸がん検診 ４０歳以上の方 ３００円
�肺がん検診 問診後、希望者のみ １，０００円
� 健康づくり推進課普及担当（�３７１―７２９２）
◆献血
�日時 ７月５日（木）午後１時～４時
場所 洛友中学校（元郁文中学校、郁文学区）
�日時 ７月２６日（木）午前１０時～午後０時３０
分、午後１時３０分～４時
場所 七条第三小学校（七条第三学区）
� 健康づくり推進課管理担当（�３７１―７２６５）

市内に在住または通勤・通学先のある方が対
象。対象年齢などについては事業ごとにご覧く
ださい。電話・�・Ｅメールで申込受付。
◆ぷれいじむ
参加者及びボランティアスタッフ募集
小学生のための遊びの広場として、体育館を
開放しています。参加者及び一緒に思いっきり
遊ぶボランティアスタッフを募集しています。
�参加者�
日時 毎週土曜日（第２土曜日を除く）

午後１時～午後３時
対象 小学生１～６年生
その他 しもせいチャレンジキッズに登録が必
要（登録料５００円／来年３月末まで有効）
�ボランティアスタッフ�
日時 毎週土曜日（第２土曜日を除く）

午後０時３０分～午後４時３０分ごろ
対象 中学生～３０歳の方
その他 しもせいスポーツクラブ研究会に登録
が必要（登録料５００円／来年３月末まで有効）
◆ほっちきｓスポーツクラブ
ボランティアスタッフ募集
小学生対象の多種目スポーツ体験クラブのプ
ログラムを企画し実施するボランティアスタッ
フを募集しています。
対象 中学生～３０歳の方
その他 しもせいスポーツクラブ研究会に登録
が必要（登録料５００円／来年３月末まで有効）
◆ほっちきｓスポーツクラブ
チアリーディング参加者募集
今回はチアリーディングに挑戦します。男の
子も女の子も楽しく運動ができます。
日時 ７月１４日（土）午前１０時～午後３時３０分
対象 小学生 定員 ３０名（先着順）
費用 １，５００円
その他 しもせいチャレンジキッズに登録が必
要（登録料５００円／来年３月まで有効）
◆トレーニングジム無料開放
フリーウェイトを中心とした器具があります。
高校生から３０歳までの皆さんに無料で開放して
います。上履き用運動靴、動きやすい服装をご
用意ください。新たに利用される方は、トレー
ニング教室に参加して専属スタッフの指導を必
ず受けてください。
�トレーニング教室
日時 毎週木曜日午後７時３０分～８時３０分
費用 ５００円

◆お楽しみ会
日時 ６月２３日（土）午前１１時～
内容 七夕の工作 費用 無料
申込み 不要
◆テーマ別図書と絵本の展示と貸出し
期間 ６月３０日（土）まで
図書のテーマ 「環境月間」
絵本のテーマ 「からだ」

移動図書館「こじか号」巡回 �801-4196
日時 ７月２日（月）午前１０時～１０時４０分
場所 西大路小学校

市内に在住の６０歳以上の方対象。詳しくは、
老人福祉センターへお問い合わせください。
◆教養講座「ふれあいコンサート」
日時 ６月３０日（土）午後１時３０分～
内容 ジャズや歌謡曲などの演奏会を行います。
費用 無料 申込み 不要
◆高齢者のくらしと健康教室（ゆうゆう講座）
日時 ７月１３日（金）午後１時３０分～３時
内容 「こころの健康づくり」
高齢者に多いストレスについて、その解消法
や上手な付き合い方を解説します。
講師 波床将材氏（京都市こころの健康増進セ
ンター）
費用 無料 申込み 不要

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１０１１１２１３１４１５１６

１７１８１９２０２１２２２３

２４２５２６２７２８２９３０

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０１１１２１３１４

１５１６１７１８１９２０２１

２２２３２４２５２６２７２８

２９３０３１

６ ７
月 月
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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


