
住民票の写し等に旧氏を
併記できるようになります

　11月５日（火）から、ご本人からの請求
により、住民票に、氏名に加えて旧氏を記
載できるようになります。
　記載された旧氏は、住民票の写し等に表
示されるほか、マイナンバーカードにも表
示されます。（旧氏の記載を任意に省略する
ことはできません。）
　記載を希望される方は、旧氏から現在の
氏への変遷が証明できる戸籍証明書（戸籍
謄本等）およびマイナンバーカード（お持
ちでない方は、代わりに通知カードと運転
免許証や健康保険証等の本人確認書類）を
添えて市民窓口課または各出張所に請求し
てください。詳細はお問い合わせください。
問合せ市民窓口課　☎861-1372

　保育士による楽しいふれあい遊び
など。ぜひ親子で参加してくださいね♪
日時 11 月 18日（月）10時～ 11時 20分
場所 右京区役所２階　講堂
対象 ０～１歳児と保護者
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
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

無 料
申込不要

「ゆっくり子育て知恵袋」開催！

対象 平成 25年４月２日～平成 26年４月１日生まれ
注意点 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
時健康診断の日程については、各学校のHPに
掲載し、入学届の提出時にもご案内します。
問合せ指定の学校または市教委調査課　☎ 222-3772

（就学時健康診断）指定の学校または市教委体
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。
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税
11月と12月は滞納整理強化期間です
　特別な事情があって市税の納付が困難な場
合は、納税相談を受け付けていますので、10
月 15日以降、お早めにご相談ください。
問合せ市税事務所納税室納税第３担当

（右京区担当）　☎ 222-3454
＊ �10 月 15 日から、納税相談窓口が市役所分
庁舎に変更となります。

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日以降は使
用できません。新しい保険証をお送りしますの
で、次の点をお確かめください。
・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
　災害などの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
ったん医療費を全額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16日（水） 御室小学校
10月23日（水） 高雄小学校
10月28日（月） 安井小学校
10月30日（水） 右京区役所

いずれも 14時～ 15時 30分受付
＊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

11月3日
（日・祝） 10:00～14:30 京北出張所

（京北ふるさとまつり会場）
11月7日
（木）

10:00～12:00
嵯峨小学校

13:00～15:30
11月9日
（土）

10:00～12:30 右京ふれあい文化会館
（ふれあいフェスティバル会場）13:30～15:00

問合せ
健康長寿推進課 地域支援担当　
☎ 861-1404

保健福祉

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
＊予約不要

11月５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12日（火）
13:30～16:30

＊奇数月第２火曜日に開催

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）

空き家相談員による不動産相談 �

　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、相談員が活用に向けた相談に
応じます。
日時 11 月 7日（木）13時 30分～ 16時
場所 右京区役所 1階相談室
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
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」
11月「芸術を読む」「古典色々」「京の古典」
＊ 10月 27日（日）～ 11月９日（土）
　�読書絵はがき展
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

10月26日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
11月6日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
11月7日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

11月8日（金）
10:10～10:40 宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

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

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
�

マイナンバーカードの
日曜交付のご案内

日時 10月27日（日）、令和２年１月26日（日）、
３月 29日（日）いずれも９時～ 12時
場所 市民窓口課マイナンバー窓口（京北出張所
管内の方も、上記日曜日に限り右京区役所で交付）
予約方法平日８時 30分～ 17 時に問合せまでご
連絡ください。予約枠に限りがありますので、
お早めにお申し込みください。
＊�市役所証明書発行コーナーでは、２月までの
毎月最終日曜日に日曜交付を実施しています。

問合せ市民窓口課 マイナンバー担当　☎ 748-0285

来年４月に小学校・義務教育学校へ
入学されるお子さんの保護者の方へ
　入学に関する書類（「入学届」）を、10 月
23日（水）頃に郵送しますので、11月６日（水）
までに指定の学校に提出してください｡

無料・申込不要

要予約

右京子育てサロン
サンサにこにこ広場

　手形、おもちゃ作り、
遊び、赤ちゃんコーナー、
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！
日時 11 月 12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
＊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。
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
問合せお住まいの学区の民生児童委員または
右京区民生児童委員会事務局 ☎ 861-1404

（健康長寿推進課 地域支援担当）

第11回
無 料

申込不要
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