
　「じぶんの町を良くするしくみ。」
赤い羽根共同募金運動が10月１日
から全国一斉にスタートします。
　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

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動

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

国民健康保険の加入の届出は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
険者となられた月にさかのぼって（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  
　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
問合せ医療衛生コーナー　☎ 366-0115

10月15日～高齢者インフルエンザ予防
接種を実施

　10 月 15 日から、高齢者インフルエンザの
予防接種が始まります。
日時 10 月 15 日（火）～来年１月 31 日（金）
場所 京都市高齢者インフルエンザ予防接種協
力医療機関＊協力医療機関がわからない場合
は、       京都いつでもコール（☎ 661-3755）
にお問い合わせください。
対象 接種日現在で ① 65 歳以上 ②心臓・腎臓・
呼吸器の機能障害又は HIV（ヒト免疫不全ウイ
ルス）により免疫機能に障害のある 60 ～ 64 歳

保健福祉

料金 2,000 円（総所得が 125 万円以下の方等
は軽減措置あり）
申込みホームページか      京都いつでもコールで
協力医療機関を確認のうえ、10 月1日から該当
の医療機関にお電話でお申し込みください。
問合せ健康長寿推進課 高齢介護保険担当　☎ 861-1416

成人・妊婦歯科相談
（口腔機能相談）

　歯科医師と歯科衛生士による歯科健診や相談を行います。
日時 ９月 24 日（火）、10 月 29 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
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  

　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８日（火）9 時～ 10 時　受付
場所 右京区役所２階【受付：53 番窓口】
対象 右京区在住の０歳～小学校就学前のお子さん
定員 15 名（先着順）持ち物母子健康手帳
申込み前日までにお電話または 53 番窓口へ
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。この機会に自分や家
族の健口（けんこう）を見直
してみませんか？
日時 ９月 28 日（土）13 時 30 分～ 16 時
場所 右京区役所２階
内容 歯と口の健康相談、歯みがき指導、お口の
細菌検査、フッ化物洗口、むし歯リスクテスト、
オーラルフレイルのミニ講話、滑舌測定など

【定員 200 名】むし歯リスクテスト、簡易歯周病検査
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
10月1日（火）

14:00～15:30
受付

葛野小学校
10月7日（月） 嵯峨野小学校
10月9日（水） 花園小学校
10月11日（金） 広沢小学校

＊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。混雑緩和のため、
簡易な服装でお越しください。
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
日時・場所

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

9月20日（金）
9:30～11:30 梅津小学校
13:30～16:00 梅津北小学校

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（閉庁日を除く）
13:15～15:15

右京区役所1階
相談室

★予約方法
相談日の週の月曜日（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１日（火）
　　　　13:30～16:00

右京区役所1階
相談室

③	行政書士による
無料相談会

10月８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　☎ 090-3272-8996

空き家等相談窓口を開設！  

　市内に空き家を所有の方、相続する可能性の
ある方を対象に、活用に向けた相談に応じます。
日時 10 月３日（木）13 時 30 分～ 16 時
場所 右京区役所１階相談室（先着順）
問合せ市まち再生・創造推進室　☎ 222-3503

文　化
右京中央図書館　テーマ展示

9 月「防災を知ろう」「京の味覚を楽しむ」「認知症」
10 月「もっと知りたい！図書館のこと」「京の古典」

「ごちそうがでてくるえほん」
★ 10 月 10 日（木）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
日時・場所

9月28日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
10月2日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
10月3日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

10月7日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

10月11日（金）
10:10～10:40 宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

無料・要申込

京都市交響楽団楽員の木下知子（ヴァイオリン）と
五十嵐美果（ヴィオラ）による気軽なコンサートです！

子ども向けの吹奏楽コンサート。家族
みんなで楽しめる人気曲を演奏します。

NEO吹奏楽団ファミリーコンサート

日時 10月７日（月）①11時（30分公演） ②14時（45分公演）
場所 ①②右京ふれあい文化会館 ホール 南ホワイエ
内容 ①「ほわほわコンサート」 ②「神無月リサイタル」　対象 ①乳幼児とその保護者 ②一般市民
定員 ①50名（先着順） ②80名（先着順）　　　  料金 ①無料 ②1人500円
申込み①不要 ②当日までにお電話にて 問合せ まで、または窓口でチケット購入（当日券有）
問合せ 右京ふれあい文化会館　☎822-3349

日時 ９月22日（日）14時～（２時間）
場所 右京ふれあい文化会館 ホール
内容 ジャパニーズ・グラフィティ XIV ～ 
A･RA･SHI ～ Beautiful days

（嵐10周年メドレー）、ボヘミアン・ラプソディなど
定員 448名（先着順）　 問合せ 右京ふれあい文化会館　☎822-3349

無料・申込不要

無料・申込不要

無料・申込不要

無料・申込不要

無料
申込不要

弦楽デュオ ＳｏＬａあーる de 右京 その
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