
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 

毒キノコによる食中毒にご注意�

 
 

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 

◆市国民健康保険の被保険者証（保険証）の更新
現在お持ちの保険証は、１１月３０日で有効期限
が切れ、１２月１日以降は使用できません。新し
い保険証は１１月中ごろまでに、安全・確実にお
渡しするため、配達記録郵便にて郵送します。
保険証が届きましたら記載内容に誤りがないか
お確かめのうえ、古い保険証は細かく切り刻ん
で処分するか、保険年金課へ返還してください。
※来年４月に国保制度が改正されます。詳しく
は「こくほだより」などでご案内します。
� 保険年金課資格担当（�３７１―７２５２）
◆市国民健康保険の保険料の納め忘れはありま
せんか
災害その他の特別な事情がなく保険料を滞納
されますと、有効期限を短縮した保険証の交付
や一旦医療費を全額支払う必要のある資格証明
書を交付します。また、給付の一時差止め及び
控除、財産の差押処分などを行うことになりま
すのでご注意ください。
� 保険年金課保険料担当（�３７１―７２５３）
◆住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和５７年１月１日以前に建築された住宅につ
いて、平成１８年１月１日～平成２７年１２月３１日の間
に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事
（改修に要した費用が３０万円以上のもの）を行
った場合、床面積１２０�までの部分の固定資産税
が２分の１に一定期間減額されます。改修が完
了した日から３か月以内に改修工事の証明書（建
築士などが発行）などを添付のうえ申告してく
ださい。
� 固定資産税課（�３７１―７１９６）

◆下京・中部地域包括支援センターが移転しま
した
移転先は次のとおりです。なお、電話番号に
変更はありません。
〒６００―８２３２ 木津屋橋通油小路東入南町５０９―４
�３６１―２１４１、�３６１―２１４５
� 支援課高齢福祉担当（�３７１―７２１７）

場所の記載がないものは、下京保健所で実施
◆骨粗しょう症予防健康診査
日時 １１月５日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 １１月１９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）
◆献血
�日時 １０月２４日（水）午前１０時～午後０時３０分
場所 元有隣小学校（有隣学区）
�日時 １０月２４日（水）午後２時～４時３０分
場所 ひと・まち交流館 京都（菊浜学区）
�日時 １０月２６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（安寧学区）
�日時 １０月２６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（梅逕学区対象）
�日時 １０月２９日（月）午前１０時～１１時３０分、午
後０時３０分～４時
場所 淳風小学校（淳風学区）
�日時 １１月１日（木）午前１０時～１１時３０分、午
後０時３０分～４時
場所 醒泉会館（醒泉学区）
� 健康づくり推進課管理担当（�３７１―７２６５）
◆インフルエンザ予防接種
実施期間 １１月１日（木）～平成２０年１月３１日
（木）
場所 協力医療機関（予約制）
対象 �接種日現在６５歳以上の市民 �接種日
現在６０～６４歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能ま
たはＨＩＶウィルスにより免疫機能に一定以上
の障害を有する市民
接種回数 期間中に１回
費用 １，５００円（生活保護受給者、市府民税非課
税世帯に属する方には免除の制度があります）
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆１年に１回狂犬病予防注射を受けさせましょ
う
生後９１日以上の飼い犬には、狂
犬病予防法に基づく年１回の狂犬
病予防注射と生涯１回の登録が義
務付けられています。
現在、日本国内では犬からの狂
犬病の発生はありませんが、近隣
諸国ではまん延しており、昨年、
京都市内において、外国で感染し帰国した方が
狂犬病を発症した事例がありました。犬を飼わ
れている方は、社会的な責務として、登録と年
１回の狂犬病予防注射を必ず行ってください。
なお、狂犬病予防注射と注射済票及び登録鑑
札の交付は、（社）京都獣医師会会員の動物病院
で実施しています。
� 衛生課食品衛生担当（�３７１―７２９９）

秋の野山を散策しキノコ狩りを楽
しむ方は、「知らないキノコ」や
「食べられるか判断のつかないキ

ノコ」は絶対食べないようにしましょう。
� 衛生課食品衛生担当（�３７１―７２９９）

電話・�・Ｅメールで申込受付
◆ほっちきｓスポーツクラブ参加者募集
今回は、「モンゴルの遊びとスポーツにチャレ
ンジ」です。
日時 １１月１０日（土）午前９時３０分～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月末まで有効）
◆ボランティアスタッフ募集
当センターで実施している各プログラムの企
画・運営スタッフを募集しています。ボランテ
ィアスタッフには、地域の交流活動への参加な
どの機会も提供します。
対象 中学生～３０歳 定員 なし
費用 無料
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）

◆お楽しみ会
日時 １０月２７日（土）午後１１時～
内容 絵本のよみきかせ「うしろにいるのはだ

あれ」「きつねのぱんとねこのぱん」
大型紙芝居「のねずみとまちのねずみ」

◆テーマ別図書と絵本の展示と貸出し
日時 １０月３１日（水）まで
図書のテーマ 「日本を知る�」
絵本のテーマ 「チャレンジ」

移動図書館「こじか号」巡回 �801-4196
日時 １１月５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。
◆高齢者のくらしと健康講座（ゆうゆう講座）
日時 １１月９日（金）午後１時３０分～３時
内容 「認知症あんしんサポーター養成講座～
認知症の正しい理解を学びましょう～」認知症
についての正しい知識を得るとともに、認知症
の方の思いや、どんな気遣いをすればよいかを
学びます。
講師 京都市長寿すこやかセンター職員
費用 無料
申込み 不要
◆さわやか筋トレ
日時 １１月７・２１日（水）午後１時３０分～３時
３０分（毎月第１・３水曜日にしています）
内容 転倒、生活習慣病の予防、運動不足を解
消するための筋力をあげるストレッチ、トレー
ニングを行います。
講師 いきいき筋トレボランティア４名
費用 無料
申込み 不要

１１００月月３３１１日日はは、、市市・・府府民民税税
第第３３期期分分のの納納期期限限でですす

※納期限を過ぎますと、延滞金がかかりま
すのでご注意ください。
※市税の納付には、便利で確実な口座振替
をご利用ください。
� 市民税課（�３７１―７１７１）

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０１１１２１３

１４１５１６１７１８１９２０

２１２２２３２４２５２６２７

２８２９３０３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１１２１３１４１５１６１７

１８１９２０２１２２２３２４

２５２６２７２８２９３０

１０ １１
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


