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◆京都市戦没者追悼式
　京都市では市民の方々とともに、先の大戦で

犠牲になられた方々を心から追悼し、その尊い

犠牲を無にすることがないよう世界の恒久平和

を願い、戦没者追悼式を行います。

日�時　６月 15 日（金）午後２時～３時（午後１

時 15 分受付開始）

会場　大谷ホール（花屋町通烏丸西入る）

対象
　①戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹

　②�三親等以内の祭祀者で１年以上戦没者と生

計を共にされた方

申込期間　５月 17 日（木）～ 25 日（金）

　※当日入場できる整理券をお渡しします。

問　福祉介護課（☎ 371-7214）

◆�国民健康保険からのお知らせ～保険料の納
め忘れはありませんか～

　保険料の負担の公平性を保つため、災害その

他の特別の事情もなく保険料を滞納している世

帯に対しては、財産等について調査し、給与、

預貯金、不動産、生命保険、年金等の財産を差

し押さえます。保険料の滞納がある場合は至急

納付してください。

問　保険年金課徴収推進担当（☎ 371-7253）

◆�平成24年度分の市・府民税の証明は６月１
日から

　平成 24 年度分の市・府民税の課税証明書や

納税証明書及び平成 23 年中の所得証明書は、

６月１日（金）から交付します。交付請求をさ

れる際は、必要な証明書の種類を提出先などに

十分ご確認のうえ、本人確認書類（運転免許

証、パスポート、年金手帳など）をご持参くだ

さい。なお、代理の方が手続きされる場合は、

委任状とともに代理の方の本人確認書類をご持

参ください。

問　市民窓口課（☎ 371-7191、371-7192）

◆�冷蔵倉庫用の家屋に係る固定資産税・都市
計画税について

　固定資産評価基準の改正により、冷蔵倉庫

（管理温度が摂氏 10 度以下に保たれる倉庫）用

の家屋について、今年度（平成 24 年度）から

評価額が見直される場合があります。

　冷蔵倉庫と思われる家屋を区内に所有されて

いる方で、固定資産税課にご連絡をいただいて

いない方はご連絡ください。また、実地調査が

必要となる場合がありますので、ご協力をお願

いします。

問　固定資産税課（☎ 371-7196）

◆私道の舗装新設・舗装補修工事に助成します
　私道の舗装の新設・補修工事の際に、標準工

事費の 75％を助成します（舗装工事に伴う排水

施設＝ L型街渠の新設・補修も含む）。助成の

要件など、詳しくは土木事務所・区役所で配布

中の手引きをご覧ください。

申請期間　５月 15 日（火）～８月 31 日（金）

問　南部土木事務所（☎ 691-3158）

福 祉

保　健
〒 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

◆『エアロビクス体操講座』参加者募集
　音楽に合わせて行う簡単なリズム体操です。

初めての方でもお気軽にご参加いただけます。

日時　５月 29 日（火）午後１時 30 分～３時

場所　センター集会室

定員　25 名（申込多数の場合は抽選）

費用　無料

申�込み　５月 22 日（火）午前９時 30 分から受

付（電話・ＦＡＸ申込不可）

◆�『いつまでも若々しく～アンチエイジン
グ～講座』参加者募集

　５年後も 10 年後も“今の自分”でいられ

るように、体の内からも外からもきれいに若々

しくなりませんか。今回は、日頃の食生活や化

粧方法からアンチエイジングを学びます。

日�時　①６月８日　②６月 22 日　いずれも金

曜日　午後１時 30 分～３時

場所　センター集会室

定�員　30 名（申込多数の場合は抽選）※２回連

続講座で、２回とも参加できる方に限ります。

費用　無料

申�込み　６月１日（金）午前９

時 30 分から受付（電話・Ｆ

ＡＸ申込不可）

日時　６月４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

◆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。

日�時　毎週水曜日（祝日を除く）午後１時15

分～３時 45 分

場所　区役所１階相談室

定�員　先着７名（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　地域力推進室（☎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。

日時　５月 28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）

地域力推進室（☎371-7170）

相談（無料、秘密厳守）

◆Kid’s　HIPHOPダンス教室
日�時　７月 26 日まで　毎週木曜日　午後５時～

６時

対象　市内に在住・通学している小学生

内�容　小学生向けのダンス教室です。中学生にな

る前にストリートダンスを体験してみません

か。初心者大歓迎です！少人数制なのでそれぞ

れのレベルに合わせたレッスンをします！

定員　10 名（先着順）

費�用　4,000 円／１か月（体験１回 500 円／見学

無料）

◆ストリートダンス教室参加者募集
日�時　＜初級＞７月 12 日まで　毎週木曜日　午

後６時 30 分～７時 45 分　＜中級＞７月 12 日

まで　毎週木曜日　午後７時 45 分～９時

対�象　市内に在住・通学・通勤している中学生～

30 歳までの青少年

内�容　現役ダンサー MIHO 先生のダンスレッスン

です。初級クラスは基礎から、中級クラスはイ

ベント出演に向けて振付を中心に学びます。

定員　各 10 名

費�用　各 6,000 円（途中参加者には割引制度あ

り）（体験 1回 600 円／見学無料）

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

申込み：電話・FAX・Ｅメールで

学区 開催日 時間 場所

稚松 ５月15日
(火)

午前10時～正午
午後１時30分～４時 元六条院小学校 

崇仁 ５月31日
（木） 午前10時～正午 うるおい館

七条
第三 〃 午後１時30分～４時 七条中学校

成徳 ６月４日
（月） 午前９時30分～正午

下京中学校付設
成徳学舎

（成徳会館）

西大路 〃 午後１時30分～４時 西大路小学校

皆山 ６月８日
（金）

午前10時～正午
午後１時～５時45分

献血ルーム
京都駅前

大内 ６月11日
（月）

午前10時～正午
午後１時～４時

梅小路公園
七条入口広場

植柳 ６月13日
（水）

午前10時～正午
午後１時～４時 元植柳小学校

◆献血

問　健康づくり推進課管理担当 (☎ 371-7265)

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

費用　無料　　申込み　不要

◆テーマ別図書の展示と貸出し
５月　「みどり」「子ども」

６月　「からだ」「環境月間」

◆特別展示
５�月　�「こいのぼり作品展（４月のお楽しみ会

参加者作品）」

６月　「おりがみ作品展」

◆お楽しみ会
日時　５月 26 日（土）午前 11 時～

内容　「絵本と紙芝居の会」




