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

�住宅・土地統計調査を実施します
　この調査は、平成25年10月１日現在の

皆様の住宅や土地の状況、東日本大震災によ
る転居の実態などを把握し、住宅の耐震化促
進や空き家対策など、住まいと暮らしに関す
る計画の作成などに必要な基礎資料とするた
めに行うものです。
　調査の対象となった世帯には、９月下旬に
調査員がお伺いしますので調査票へのご記入
をお願いします。
問　地域力推進室統計担当（☎371-7164）
　　市総合企画局情報化推進室情報統計担当
　　（☎222-3216）

税
家屋の新築・滅失、土地の用途変更等
について

　固定資産税は、家屋及び土地の現況に応じて
課税しています。家屋を新築、増改築又は取り
壊した場合や、土地の利用方法を変更した場合
等には、翌年度の固定資産税が変更されること
があります。以上の場合は、固定資産税課まで
ご連絡くださいますようお願いします。
問　固定資産税課（☎ 371-7196）

福　祉
国民健康保険（国保）加入の届出
　職場の健康保険などの被保険者の方と

その被扶養者、生活保護受給者、後期高齢者医
療の被保険者の方以外は、全ての方が国保に加
入しなければいけません。次に該当する場合、
14日以内に届け出てください。
①他の市町村から転入したとき
②�退職などで、職場の健康保険や国保組合をや
めたとき
③生活保護を受けなくなったとき　
④国保の加入者に子供が生まれたとき
　届出が遅れても、保険料は①～④に該当した

※１　�市民税の非課税世帯に属する方、生活保護を
受給されている方、70歳以上の方などは、証
明書を提示又は提出されると費用が免除され
ます。詳しくはお問合せください。

※２　�郵便番号・住所・氏名・生年月日・性別・電
話番号を記入し、受診される日の15日前まで
に京都予防医学センター　大腸がん検診係
（〒 604-8491　中京区西ノ京左馬寮町 28）宛
てに郵送してください。

問　健康づくり推進課成人保健・医療担当
　　（☎ 371-7292）

◆お楽しみ会
日時　9月28日（土）午前11時～
内容　「絵本と紙芝居の会」
費用　無料　　申込み　不要
◆テーマ別図書の展示と貸出し
９月「ビジネス」「虫」

10 月「スポーツ」「気象」
◆特別展示（エレベーター前ホール）
９月「みんなの京都市動物園」
10 月「修徳クラフトサークル作品展」
　　　（２日（水）～26日（土））
　　　「手作り絵本展」
　　　（27日（日）～11月30日（土））

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 メール shimogyo@ys-kyoto.org

イベント・講座

区民一般 女性 高齢の方 乳幼児 外国籍
市民

障がいの
ある方

マークの
説明

◆弁護士による法律相談を実施
日�時　毎週水曜日（祝日を除く）�
午後１時15分～３時45分

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　地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

◆行政書士による困りごと相談
日時　10月10日（木）午後２時～４時
問　��京都府行政書士会第５支部� �
（☎351-1200）

　　�地域力推進室総務・防災担当� �
（☎371-7163）

相談
（無料、秘密厳守）
場�所　いずれも� �
区役所１階相談室

◆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」などを、お聞きし、助言などを行います。
日時　9月24日（火）　午後１時30分～３時
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）
　　地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

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
◆しもせいチャレンジ☆キッズ
　「秋の味覚狩り」参加者募集中
日時　10月19日（土）
対象　小学生　　定員　25人（先着順）

費�用　2,000円（※「しもせいチャレンジキッズ」
に登録が必要）

◆ストリートダンス参加者募集
日�時　10月17日～３月13日の毎週木曜日
　　　（全20回）
　　　10月10日　無料体験
　　　初級：午後６時15分～７時30分
　　　中級：午後７時45分～９時
対象　中学生～30歳までの方
内容　初級：初心者・基礎をしっかり学びたい
　　　　　　方向け
　　　中級：�経験者・レベルアップやイベント

出演を目指す方向け
定員　各10名
費用　12,000円（途中参加の場合、要相談）
◆Swish Kid’s
　小学生向けのダンス教室です。初心者大歓
迎、ダンスを体験してみませんか？
日時　10月３日～12月26日の毎週木曜日
　　　（10月31日除く）　午後５時～６時
対象　小学生　　定員　10人
費用��月額4,000円（体験１回500円／見学無料）

◆ウォーキング教室
日時　�９月25日（水）、10月８日（火）
　　　午前９時30分～（午前９時受付）
内容　�じっくり身体づくりに取り組もう！
費用　無料　　申込み　不要
◆樹木と対話する教室
日時　�10月４日（金）
　　　午後1時30分～ 3時30分
内容　�秋草について（朱雀の庭を散策します）
費用　200円（朱雀の庭・いのちの森入園料として）
申込み　不要
◆プレイパーク
日時　９月28日（土）、10月12日（土）
　　　午前10時～午後３時
内容　�みんなで遊ぼう！
費用　無料　　申込み　不要

〒 600-8835　下京区観喜寺町 56-3　☎352-2500
梅小路公園

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

日時　10月 7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

◆�下京老人福祉センター『青空まつり』にお
越しください

　当センターで活動している各種教室・同好会の発
表会を行います。様々な力作が並ぶ作品展と活気溢
れる舞台発表会にどうぞお越しください。また、毎
月の行事予定がわかる「青空だより」をセンターと
区役所で配布していますのでご覧ください。
◆『舞台発表会』
日時　９月27日（金）午前９時～午後４時30分
場所　センター集会室・和室
◆『作品展示会』
日時　10月１日（火）午前10時～午後４時
　　　10月２日（水）午前10時～午後３時
場所　センター集会室・和室

〒 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

月の分までさかのぼって（最長２年）納付いた
だくことになります。その期間の医療費は、原
則として全額自己負担となります。
問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

10月から国民健康保険料の特別徴収
（年金からの引き落とし）が始まる方へ

　対象となる方には、７月に特別徴収の開始通
知をお送りしています。
　今後の保険料を確実に納付いただける方は、
申出により、口座振替による納付に変更するこ
とができます。ご希望の方は、保険年金課へ口
座振替の申込みと併せて納付方法の変更をお申
し出ください。なお、特別徴収の停止は、申出
後、３～４か月後となります。
問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

保　険
胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
のお知らせ

　勤務先などで検診を受ける機会のない方を対
象に、がん検診を行います。次の日程表のどの
日でも受診できます。 平成25年度 学区体育祭日程表

開催日 学　区 予備日 場　所

９月29日
修　　徳 10月14日 元格致小学校
菊　　浜 10月６日 菊浜グラウンド
皆　　山 なし 下京渉成小学校

10月６日

格　　致 10月13日 元格致小学校

成　　徳 なし 下京中付属成徳学舎
グラウンド

植　　柳 10月13日 元植柳小学校

10月13日

郁　　文 10月14日 洛友中学校
豊　　園 10月14日 洛央小学校
開　　智 10月14日 学校歴史博物館
淳　　風 10月14日 淳風小学校
醒　　泉 10月14日 醒泉小学校
有　　隣 10月14日 元有隣小学校
尚　　徳 10月14日 下京中学校
稚　　松 10月14日 下京渉成小学校

安寧・梅逕 10月14日 元安寧小学校
大　　内 10月14日 梅小路小学校
光　　徳 10月14日 光徳小学校
七　　条 10月14日 七条小学校
七条第三 10月14日 七条第三小学校
崇　　仁 10月14日 元崇仁小学校
西 大 路 10月14日 西大路小学校

※永松学区は開催予定なし

〈検診内容〉
検診名 対象 内容 費用 申込み

胸部
検診

結
核

15歳
以上

問診、胸部
X線撮影 無料 当日会場で直接申し込み

肺
が
ん

40歳
以上

問診、胸部
X線撮影 無料

当日会場で直接申し込み喀痰細胞診
（問診の

結果必要な
方）　

1,000円  
※１

大腸がん
検診

40歳
以上

問診、
便潜血検査

300円
※１

事前に京都予防医学セ
ンターに「はがき」で
申し込み※２

〈日程〉
 9月30日（月） 元有隣小学校

10月3日（木） 京都市総合教育センター

10月11日（金） 元植柳小学校

10月16日（水） 梅小路小学校
いずれの日も午後１時30分から３時まで

◆献血
学区 開催日 時間 場所

醒　泉 10月1日
(火) 午前10時から正午 醒泉会館

永　松 10月2日
（水） 午前10時から午後４時 京都西川前

郁　文 10月11日
（金）

午後１時30分から
午後4時30分

洛友中学校
（元郁文中学校）

問　健康づくり推進課管理担当（☎ 371-7265)


