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　　 ロームシアター京都
×

右京ふれあい文化会館
右京子育てサロン
サンサにこにこ広場 『あたご』

手形、遊び、おもちゃ作り、赤ちゃんなどのコーナー、
児童館によるステージ発表など、子育て中の親子同士
で楽しい時間を一緒に過ごしましょう！

振付家・ダンサーのきたまりが右京区を基点に作品を創作。
愛宕山を題材に、山への信仰、祈り、そこから派生する
芸能との関わりをテーマに新作舞踊を発表します。

日時 11月13日（火）10時～12時
場所サンサ右京４階 右京地域体育館
対象０～３歳の乳幼児とその保護者
参加費無料
＊授乳・おむつ交換場所あり。
　会場内での飲食不可。
＊公共交通機関をご利用ください。

日時平成31年3月23日（土）18時～
24日（日）15時～

場所右京ふれあい文化会館
対象小学生以上（未就学児不可）
定員各日400名
料金 2,500円

＊10月13日からロームシアター京都
　チケットカウンターほかで販売中。
申込 ロームシアター京都チケットカウンター

の窓口、お電話（☎746-3201）または
インターネットでお申し込みください。
ロームシアター京都 検索

問合せロームシアター京都　☎771-6051

主催 サンサにこにこ広場実行委員会（右京区民生児童委員会）
共催右京区役所
協力 右京ブロック児童館/右京区社会福祉

協議会/壬生保育所
問合せ お住いの学区の民生児童委員または

サンサにこにこ広場実行委員会事務局　
☎861-1404（健康長寿推進課 地域支援担当）

第
10
回

税
平成30年分年末調整
（給与支払報告書等作成）説明会

　年末調整の方法や、給与支払報告書（源泉徴収
票）などの住民税・所得税の法定調書の作成と提
出方法についてご説明します。
日時 11 月 16 日（金）14 時～ 16 時
場所 右京ふれあい文化会館
問合せ右京税務署　☎ 311-6366

市税事務所法人税務担当（特別徴収担当）　☎213-5246

11月と12月は滞納整理強化期間です
　期間中は、昼間や平日に不在の方に対して、夜間・休
日に各戸訪問や電話等により、納税の指導、催告等を実
施します。また、納付していただけない滞納者に対して
は、法令に基づき、財産調査や実態調査を行い、財産が
ありながら納税されない場合は、差押えを行います。特
別な事情があり納付が困難な場合は、ご相談ください。
問合せ右京税務センター　☎ 861-1849

保健福祉
11月中に新しい国民健康保険証をお送りします
　現在お持ちの保険証は、12 月 1 日からは使
用できません。新しい保険証をお送りしますの
で、次の点をご確認ください。
・保険証の記載内容に誤りはありませんか
・他の保険に加入した方や住所を変更した方に
ついての届出を忘れていませんか
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

保険料（国保・後期高齢者医療）の滞納にご注意  
　災害など特別な事情がなく保険料を滞納してい
ると、有効期限を短縮した保険証や、いったん医
療費の全額をお支払いいただく資格証明書の交
付、財産の差押えを行うことがあります。
　滞納がある場合は至急納付してください。また、
納付が困難な場合はご相談ください。
問合せ保険年金課 徴収推進担当　☎ 861-2041

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
日時・場所 10 月 23 日（火）山ノ内小学校

10 月 29 日（月）安井小学校
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

献血にご協力ください
10月27日（土） 10:00～12:30

13:30～15:00
太秦安井公園

（右京区民ふれあいフェスティバル会場）

11月3日（土・祝）
10:00～14:30

京北出張所
（京北ふるさとまつり会場）

11月5日（月）  10:00～12:00
13:00～15:30 嵯峨小学校

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

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
＊予約不要

11月6日（火）
13:30～16:00

右京区役所
1階 相談室

③司法書士による
　相談会
＊事前予約制

11月13日（火）
13:30～16:30

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

③京都司法書士会事務局 ☎ 255-2566
（平日 9 時〜 17 時、土曜 9 時〜 12 時）

文　化
移動図書館こじか号

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

10月27日（土）10:30～12:00 京北合同庁舎前

11月  1日（木）13:00～13:50 高雄小学校

11月  5日（月）  11:00～11:40
13:00～13:40

西京極小学校
葛野小学校

11月  7日（水）  13:10～13:40 嵯峨小学校

11月  9日（金）10:10～10:40
                     10:50～11:20

宕陰小・中学校
愛宕ゆうこうの郷

右京中央図書館　特集コーナー
10 月「思いを綴って」「京の古典」
11 月「日本の世界遺産」「いざ古典の世界へ」「京の古典」
10 月27日（土）～ 11月９日（金）読書絵はがき展
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

暮らし
来年4月に小学校・義務教育学校へ
入学される保護者の方へ

　入学に関する書類 ( 入学届 ) を 10 月 22 日
（月）頃に郵送しますので、11 月 5 日（月）
までに指定の学校に提出してください。
対象 平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 4 月 1 日生まれ
ご注意 国・私立小学校に入学予定や引っ越し予定
の方も指定の学校へ提出が必要です。就学時健康
診断の日程は指定の学校へお問い合わせください。
問合せ指定の学校または市教委調査課　☎ 222-3772

（就学時健診）市教委体育健康教育室 
学校保健担当　☎ 708-5321

＊入学届が届かない場合は、市民窓口課 ( ☎ 861-1360)、
京北地域の方は京北出張所 ( ☎ 852-1812）へお申し
出ください。

　市で燃やすごみの約３割は紙ごみ。この
うち半分近くはまだリサイクルできる「雑
がみ」です。必ず分別して古紙回収にお出
しください。出し方など不明な点は、ホー
ムページをご覧ください。
京都市 雑がみ 検索
問合せ右京エコまちステーション　☎366-0190

雑がみは必ず
分別してください！

　京北地域の秋の祭典
として親しまれている
一大イベントです。
　ステージ発表、地元
特 産 品 販 売、 模 擬 店、
バザーなど、秋の京北
の魅力がいっぱい！ぜひお越しください。
日時 11月３日（土・祝）9時30分～ 16時
場所 京北合同庁舎、「ウッディー京北」駐車場
問合せ
京北ふるさとまつり実行委員会事務局　☎852-0001
京北出張所　☎852-1811

京北ふるさとまつ京北ふるさとまつ2018

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274号　　平成30年10月15日　（4）

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ウィット（☎ 072-668-3275）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


