
期間 9月21日（金）～30日（日）
スローガン   周り見る  心の余裕が  事故防止
運動重点
・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢
運転者の交通事故防止

・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の
交通事故防止

・全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶
・二輪車の交通事故防止

　10月1日から全国一斉に
「じぶんの町を良くするしく
み。」赤い羽根共同募金運動
がスタートします。
　集まった募金は、その地
域の高齢者・児童・障がい
者福祉事業に役立てられます。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。
問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当　☎861-1264

場所 右京ふれあい文化会館ホール
問合せ右京ふれあい文化会館　☎822-3349

右 京 区 役 所
情 報 掲 示 板

☎ 861-1101（代表）　FAX 872-5048

〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

保健福祉
国民健康保険加入の届出は14日以内に
①市内に転入したとき
②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国保の加入者に子どもが生まれたとき
　加入の届出が遅れても、保険料は国保の被保
険者となられた月までさかのぼって（最長 2
年度分）納付いただくことになります。また、
その間の医療費等はやむを得ない場合を除き、
全額自己負担となります。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

国民健康保険料の特別徴収が開始
　世帯の国保被保険者全員が 65歳以上である
など、一定の条件に当てはまる場合、10月か
ら特別徴収（年金からの引落し）により納付い
ただきます。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。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

9月24日～30日は結核予防週間です  
　結核は重大な感染症で過去の病気ではあり
ません。早期発見のために、自覚症状がなくて
も１年に１回は胸部X線検査を受けましょう。
日時 毎月第 2・4火曜日　9時～ 10時 30分
場所 右京区役所 2階【受付 55番窓口】
対象 市内在住の 15歳以上の方　費用 無料
問合せ医療衛生コーナー　☎ 366-0115

献血にご協力ください
9月21日（金）  9 :30～11:30
　　　　　　 14:00～16:00

梅津小学校
梅津北小学校

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

成人・妊婦歯科相談　
　歯科医師と歯科衛生士による健診、相談。
日時 9 月 25日（火）、10月 23日（火）
いずれも 9時～ 10時 30分受付 

場所 右京区役所 2階 【受付 55番窓口】
対象 市内在住の妊産婦および 18歳以上の方
費用 無料　申込 不要
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

乳幼児歯科相談　
　歯科医師と歯科衛生士による健診や保健指導。
お子さんの歯と口の健康について心配なこと
がある方はご利用ください。
日時 10 月 9日（火）8時 45分～ 10時受付
　　＊ 2ヵ月ごと（次回は 12月 11日）
場所 右京区役所 2階 【受付 53番窓口】
対象 区内在住の 0歳～小学校就学前のお子さん
定員 10 名 ＊要予約・先着順
持ち物母子健康手帳　費用 無料
申込 前日までに電話または 53番窓口
問合せ子どもはぐくみ室 子育て相談担当　☎ 861-2179

「歯のひろば」開催！
　子どもから大人まで人気の催
し。自分や家族の健口（けんこ
う）を見直してみませんか？
日時 9 月 29日（土）
　　 13 時 30分～ 16時
場所 右京区役所 2階
内容 歯とお口の健康相談
ブラッシング指導
お口の細菌検査
フッ化物洗口
むし歯リスクテストなど
【定員200名】むし歯リスクテスト/簡易歯周病検査

参加費無料　申込 不要
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
日時・場所  9 月 20日（木）右京区役所

 9 月 21日（金）広沢小学校
 9 月 26日（水）葛野小学校
10月 3 日（水）常磐野小学校
10月 5 日（金）嵯峨野小学校
10月 10日（水）御室小学校
10月 12日（金）花園小学校

いずれも 14時～ 15時 30分受付
対象 胸部検診 /15歳以上、大腸がん検診 /40歳以上

＊無地の肌着・Ｔシャツ 1枚であれば着たまま胸部
Ｘ線撮影ができます。混雑緩和にご協力ください。

問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

「ゆっくり子育て知恵袋」開催！
　保育士による楽しいふれあい遊び。ぜひ親子
で参加してくださいね☆
日時 10 月 15日（月）10時～ 11時 20分
場所 右京区役所 2階　講堂
内容 絵本の読み聞かせ、ふれあい遊び、子育
てワンポイントアドバイス

対象 ０～１歳児と保護者
参加費無料　申込 不要　持ち物くつ袋、お茶
主催 右京区保育園長会、右京区・中京区市営
保育所、右京区役所 子どもはぐくみ室

問合せ壬生保育所　☎ 801-5092

相談（無料）
種　類 日　時 場　所

①弁護士による
　市民法律相談
＊先着12組
＊事前予約制

毎週水曜日（祝日を除く）
13:15～15:15

右京区役所
1階 相談室

★予約方法
相談したい週の月曜日（閉庁日の場合は火曜日）から
電話または来庁にて予約受付（8:30～17:00）

②行政相談委員に
　よる行政相談

10月2日（火）
13:30～16:00

右京区役所
1階 相談室

③行政書士による
　相談会

10月9日（火）
13:30～16:00

右京区役所
5階 会議室1

問合せ

①②地域力推進室 まちづくり推進担当　☎ 861-1264
③京都府行政書士会第 3支部　☎ 468-3238

文　化
右京中央図書館　特集コーナー
９月「防災力を身につける」「京を味わう」
10月「思いを綴って」「京の古典」
★10月1日（月）10時～ 11時「知識を深める絵本講座」★
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

移動図書館こじか号
  9月22日（土）10:30～12:00 京北合同庁舎前

10月  1日（月）11:00～11:40
　　　　　　   13:00～13:40

西京極小学校
葛野小学校

10月  3日（水）  13:10～13:40 嵯峨小学校

10月  4日（木）  13:00～13:50 高雄小学校

10月15日（月）10:10～10:40
                     10:50～11:20

宕陰小・中学校
愛宕ゆうこうの郷

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
移動式拠点回収を実施します！
　リサイクル可能な「資源物」と捨て方が難し
い「有害・危険ごみ」を、まち美化事務所が地
域の身近な場所に出向いて回収します！
日時 10 月 6日（土）9時 30分～ 11時 30分
場所 京北合同庁舎駐車場
　詳細は、問合せで配架しているチラシ、また
はホームページをご覧ください。
移動式拠点回収事業 検索
問合せ西部まち美化事務所　☎ 882-5787

右京エコまちステーション　☎ 366-0190

平成30年秋の全国交通安全運動

赤い羽根共同募金運動

　うたのお兄さん、お姉さん、着ぐるみに
よる乳幼児向けコンサート。うた、ダンス、
ジャンボバルーンなど親子で楽しめます。
日時 9月22日（土）11時～12時
対象 乳幼児と保護者
料金 前売：800円／当日：900円（3歳以上）
＊会館窓口で販売中

みんなで遊ぼう！親子でコンサート

共
通

＊両コースとも初心者を対象とした2回講座

　子ども向けの吹奏楽コンサート。家族で
いっしょに楽しめる人気曲を演奏します。
日時 9月24日（月・振休）14時～15時30分
料金 無料　申込 不要

NEO 吹奏楽団ファミリーコンサート

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。 市　民　し　ん　ぶ　ん　右京区版　　 第２７３号　　平成３０年９月１５日　（４）
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