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◆ぷれいじむ参加者募集
　スポーツルームを開放。けん玉や縄とび、卓

球など、ボランティアスタッフと楽しく遊びま

しょう。

日時　２月４日、18 日の各土曜日
　午後１時～３時

対象　小学生　　費用　無料　
申込み　不要
※�以上の企画はしもせいチャレンジ☆キッズの

登録（種別により 250 円、400 円／本年３月

末まで有効）が必要

◆ kid's HIPHOP
日�時　１月 26 日、２月２日、９日、16 日の各��
木曜日　　

対象　小学生
内�容　小学生向けの HIPHOP ダンス教室の再募
集です！少人数でのレッスンなので、それぞ

れのレベルに合わせて教えてもらえます。初

心者から中級者向けです。

定員　10 人　　費用　4,000 円

◆ 介護保険適用除外施設への入退所時は
14 日以内に届出を

　国民健康保険に加入している介護保険第２号

被保険者（40 ～ 64 歳）の方が、介護保険適用

除外施設に入所されると、入所期間中は、介護

分保険料の納付が不要となります。介護保険適

用除外施設に入所または退所された場合は、必

ず 14 日以内に届け出てください。

問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）
◆ 高額医療・高額介護合算療養費制度の受

付のお知らせ
　医療と介護の両方の制度を利用している場

合、それぞれの負担額を合算して、１年間（毎

年８月から翌年７月まで）にかかった負担額の

うち、限度額を超えた額をお返しする制度です。

手続き方法　
・�平成 23 年７月 31 日段階でご加入されていた

医療保険・介護保険それぞれの窓口で手続き

を行ってください。

・�ただし、後期高齢者医療制度にご加入の方

は、保険年金課で両方の手続きができます。

問　国�保・後期高齢者医療：保険年金課保険給
付・年金担当（☎ 371-7254）

　　介�護保険：福祉介護課介護保険担当（☎
371-7228）

　　社会保険など：ご加入の医療保険

◆ ２月・３月は市税の ｢滞納整理強化期間｣
です。

　市では、財政の基盤である税収を確保し、納

税の公平性を保つため、期間中、次のことによ

り市税徴収の強化を図ります。

◎�昼間や平日に不在の方を対象にした夜間・休

日の納税催告など

◎�催告後も納付が進まない方には、法令の規定

に基づく徹底した財産の調査や差押え、公売

などの実施

　納付困難な事情がある場合は、早急に納付相

談にお越しください。

問　納税課（☎ 371-7199）
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対象：市内に在住または通勤・通学の方
申込み：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで

下京青少年活動センター(ユースサービス下京)
☎314-5636  FAX 314-5640
e-mail shimogyo@ys-kyoto.org

〒 600-8588　下京区西洞院通塩小路上る☎371-7101
区役所（区民部、福祉部、保健部）

税

〒 600-8166　下京区花屋町室町西入☎341-1730
下京老人福祉センター

対象：市内に在住の 60 歳以上の方

◆平成 24 年度 教養教室新規受講者募集
　高齢者の方の生きがいづくりと、友達づくり

を応援することを目的に、教養教室を開講して

います。次の８教室の受講者を募集します。皆

さんのご応募をお待ちしています。また、各教

室は随時見学ができますので、申込み前にぜひ

一度見学に来てください。

教室名と実施日時
教　　室 実施日（毎月開催） 定　員

①いけばな教室
　（草月流） 第１・３火曜日　午前 10人

②京てまり教室 第１・３火曜日　午前 20人
③大正琴教室
　（琴伝流） 第２・４火曜日　午前 10人

④卓球教室 第２・４火曜日　午前 20人
⑤囲碁教室 第１・３木曜日　午前 20人
⑥フラダンス教室 第１・３金曜日　午前 25人
⑦書道教室 第１・３金曜日　午後 20人
⑧民謡教室 第２・４金曜日　午後 20人

受講期間　４月から１年間
費用　受講料は無料（教材費は実費負担）
申�込み　２月 13 日（月）～３月３日（土）来
所のみの受付

そ�の他　申込み多数の場合は抽選。結果発表は
3月 12 日（月）

◆弁護士による法律相談を実施
　日常生活の中でのあらゆる法律問題につい

て専門的な立場から弁護士がお話を伺います。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日�時　毎週水曜日（祝日を除く）午後１時30
分～４時

場所　区役所１階相談室
定�員　先着７人（正午より区役所１階で整理
券配布）

相談時間　１人 20 分程度
問　まちづくり推進課（☎371-7170）
◆行政相談委員による相談所を開設
　「どこに相談したらよいかわからない困り

ごと」「国の行政機関などが行う仕事に対す

る苦情」などを、総務大臣から委嘱を受けた

行政相談委員がお聞きします。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日時　�1月 23日（月）午後１時 30分～３時
場所　区役所１階相談室
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）

まちづくり推進課（☎371-7170）

相 談

◆胃がん・大腸がん検診
日時　２月初旬～３月下旬の午前中
場所　下京保健センター

対象　40 歳以上の方
費用　胃がん検診（バリウム法）　1,000 円
　　　大腸がん検診　300 円

申�込み　保健センターニュースと一緒に配布し
ている「申込専用はがき」または「郵便はが

き」に郵便番号・住所・氏名・生年月日・性

別・電話番号・希望検診（胃がん・大腸が

ん・両方）を記入して郵送

締切り　２月３日（金）
あ�て先　〒 604-8491 中京区西ノ京左馬寮町 28
京都予防医学センター　胃・大腸がん検診係

（☎ 811-9135）

問　健康づくり推進課成人保健・医療担当
　　(☎ 371-7292)

◆下京図書館移転開館 10 周年記念事業
１．「オカリナを楽しもう」
日時　２月４日（土）午後２時～
場所　修徳第２会議室（下京図書館隣）
定員　30 人　　費用　無料
申�込み　１月 15 日（日）午前 10 時から下京図
書館カウンターまたは電話で先着順

２． 「レザークラフト教室」及び「スク
リーン紙芝居」

日時　２月 11 日（土・祝）午後２時～
場所　修徳ボランティアルーム（下京図書館隣）
定員　20 人　　費用　無料
申�込み　１月 15 日（日）午前 10 時から下京図
書館カウンターまたは電話で先着順

◆お楽しみ会
日時　１月 28 日（土）午前 11 時～
内容　�「絵本と紙芝居の会」及び
　　　「お正月あそび」

費用　無料　　申込み　不要
◆テーマ別図書の展示と貸出し
１月「今年の干支『たつ』」「ことはじめ」
２月「宇宙」「鬼」

◆特別展示（エレベーター前ホール）
１月　１月 30 日（月）まで
　�「写真展・冬」（引き続き、皆様からの作品募

集中です！）

２月　２月１日（水）～２月 29 日（水）
　「修徳児童館作品展」

◆図書特別整理に伴う臨時休館のお知らせ
期間　２月 14 日（火）～ 17 日（金）

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

日時　2月 6日（月）午前 10 時～ 10 時 40 分
場所　西大路小学校

移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196

１月31日は、市・府民税第４期分の
納期限です。

・�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。

問　課税内容：市民税課（☎371-7172）
　　納付相談：納税課（☎371-7199）
　　口座振替：市納税推進課（☎213-5466）


