
      

献血にご協力ください  
日時・場所

９月９日（水）
10:00～12:00

京都塗料会館
13:00～14:00

９月10日（木） 10:00～12:00 花園会館
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 （閉庁日を除く）
13：15 ～ 15：15

サンサ右京
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

（9:00 ～ 17:00）
②行政相談委員に
　よる行政相談
　（予約不要）

９月１日（火）
13:30～16:00

サンサ右京
１階相談室

③司法書士に
　よる相談会
　（事前予約制）

９月８日（火）
13:30～16:30
＊奇数月第２火曜日に開催。

サンサ右京
１階相談室

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
右京中央図書館　テーマ展示

８月「平和ー次の世代へー」「京から学ぶ」
「課題図書とおすすめ本」

９月「防災力を身につける」「京の味覚を楽しむ」
「おじいちゃんおばあちゃんだいすき」

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

８月22日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
９月２日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
９月３日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

９月７日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

９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

右 京 区 役 所

☎ 861-1101（代表）　FAX 872-5048

〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

 

サンサ右京での胸部検診は各日20名まで。
予約による検診もご検討ください。
　祝日を除く毎月第２・第４火曜日に、サ
ンサ右京では予約不要の胸部検診を実施し
ています。この検診では、各日 20 名が定員
となっており、超えた場合は、受診をお断
りすることがあります。
　予約による胸部検診も実施していますので、
密を避けるための方法として、ご活用ください。
予約による検診
日時 毎週水曜日・金曜日
場所 サンサ右京
申込みお電話にて問合せまで
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　

☎ 861-2177

（国民健康保険）入院や高額な外来受診に
より多額の自己負担が見込まれる方へ

　申請により「限度額適用認定証」等を交付しま
す。保険証と併せて医療機関にご提示ください。
提示すると…
①毎月１つの医療機関での支払額が、自己負担

限度額までになります。
②入院時の食事代が減額されます。
（市民税非課税世帯の方に限る。）

＊ 70 歳未満の方で保険料を滞納している場
合、交付が受けられない場合があります。

＊ 70 歳以上の方は、所得状況によって申請が
不要な場合があります。詳しくはお問い合
わせください。

問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

現況届、所得状況届の提出をお忘れなく  

　次の各手当を受けている方は、期限までに現
況届や所得状況届をご提出ください。

保健福祉

手　当 提出物 提出期限
①児童扶養手当 現況届 ８月31日（月）まで
②特別児童扶養手当 所得状況届

９月11日（金）まで
③特別障害者手当、

障害児福祉手当、
経過的福祉手当、
外国籍市民重度
障害者特別給付金

現況届

問合せ
①子どもはぐくみ室 子育て推進担当　☎861-1437
②③障害保健福祉課　☎ 861-1451

健康保険に加入している方に、
医療費等の自己負担を軽減する制度

　いずれも申請が必要です。詳しくは各問合せ
まで。

（１）ひとり親家庭等医療
①生計を一にする父または母のない児童（18

歳到達後最初の３月 31 日まで）
②①の児童と生計を一にする親
③両親のいない児童と、その児童を扶養する

20 歳未満の方など
①～③の自己負担分を支給します。（所得の要
件あり）
問合せ子どもはぐくみ室 子育て推進担当　

☎ 861-1437
（２）重度心身障害者医療
　重度の障害がある方の自己負担分を支給し
ます。（障害程度や所得の要件あり）
問合せ障害保健福祉課　☎ 861-1451

（３）重度障害老人健康管理費
　後期高齢者医療制度の被保険者で、重度の障
害がある方の自己負担分を支給します。（障害
程度や所得の要件あり）
問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

（４）老人医療
　65 歳以上 70 歳未満で、所得税非課税世帯
の方の自己負担割合を２割（一定以上の所得
の方は３割）に軽減します。（所得や世帯状況
の要件あり）
問合せ健康長寿推進課 高齢介護保険担当　☎ 861-1416
＊京北地域にお住まいの方は、（１）～（４）
　いずれも、京北出張所 保健福祉第一担当　

☎ 852-1815

きょう　ほっと　あした
～くらしとこころの総合相談会～

　弁護士・心理士・僧侶等による家庭・仕事・
生活等に関する相談。
日時 ９月 12 日（土）13 時～ 17 時
場所 右京ふれあい文化会館
対象 市内に在住または通勤・通学の方
申込み８月 29 日（学生と新規相談者は８月 22
日）～９月 10 日に、     京都いつでもコールに
電話かメールで「住所・氏名・ふりがな・電話
番号」をお伝えください。（先着順）
問合せこころの健康増進センター　☎ 314-0355

　

無料・要申込

情 報 掲 示 板

市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコール

京都いつでもコール 検索

☎６６１‐３
み な こ こ  
７５５  ＦＡＸ６６１‐５

ごようはここ
８５５

＊番号のお間違いがないようご注意ください
Eメール（ホームページから）

午前８時～午後９時
（年中無休）

現在の区役所・出張所の開庁時間は、
午前 9時～午後 5時です。
＊月曜日から金曜日（祝日を除く）。
＊ 正午から午後 1 時も窓口業務を実施しま

す。
問合せ地域自治推進室　☎ 222-3048

　初心者の方から楽しめる、フットサル体験教室を開催し
ます♪
日時  ８月18日（火）～９月18日（金）の毎週火・金曜日

幼児（５歳・６歳）：17時15分～18時15分
小学生：17時15分～18時45分

場所  ハンナリーズアリーナ　　 参加費  1人550円（＊体験は1人１回まで。）
定員  各クラス20名（先着順）　 申込み  お電話にて 問合せ まで。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、ご参加いただく際の注意事
項が、いくつかございます。詳しくはホームページをご確認ください。
問合せ  京都市スポーツ協会　☎315-3741

　新型コロナウイルスにより大きな影響を受ける地域活動に安心して取り
組んでいただくため、具体的な活動方法・事例を紹介するなど、活動への
支援を行っています。詳しくはお問い合わせください。

（支援例）
・コロナ対策を施した活動方法・事例（新しい地域活動スタイル）の紹介
・地域活動における感染予防策への助成
・地域活動へのICTの導入支援（講座の開催等）
京都市 新しい地域活動スタイル 検索
問合せ  地域自治推進室　☎222-3049

子ども向けフットサル体験教室自治会・町内会などの皆様へ
コロナでお悩み・お困りの地域活動を応援します！

要申込

▲ホームページ
はこちら

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296号　　令和 2 年８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。




