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午前８時～午後９時
（年中無休）

対象 市内に空き家等の不動産を所有する方、相
続する可能性のある方

申込み 11月16日（火）～28日（日）に　　ま
で（氏名・電話番号︎・日時・会場・相談物件所
在地・相談概要をお伝えください）。
問合せまち再生・創造推進室　☎ 222-3503

文　化
右京中央図書館　特集コーナー

１１月	「彩りある古典と出会う」
「京の古典」「くだもののえほん」

１２月	「人権を考える」
「京の縁起物・ご利益さん」
「クリスマスのえほん」

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

11月27日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
12月1日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
12月2日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

12月6日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

12月10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

暮らし
京都ホンデリング～本で広がる支援の輪～
　不要になった書籍等を寄贈いただき、その売
却金を本市の犯罪被害者支援総合相談窓口であ
る（公社）京都犯罪被害者支援センターの犯罪
被害者支援活動に役立てます。右京区役所地域
力推進室では、通年で寄贈を受け付けています。
　なお、寄贈いただける書籍などは下記のとお
りです。
● 2011 年以降に出版された、ISBN（書籍等
の裏表紙等に記載された 10桁または 13桁
の番号︎）がついた本

●規格品番がついたCD、DVD、ゲーム
＊ 11 月 25 日（木）～ 12 月１日（水）は、
消費生活総合センター、ウィングス京都等
でも受け付けています（各窓口によって実
施日、受付時間が異なります）。

問合せくらし安全推進部 くらし安全推進課
☎ 222-3193

　精神科嘱託医と精神保健福祉相談員等が、こ
ころの健康に関する様々な相談をお受けします。
日時 毎月第１・２・４木曜日：14時～ 15時 30分

　第３木曜日：14時 30分～ 16時
　　＊祝日除く
場所 サンサ右京２階　障害保健福祉課
問合せ障害保健福祉課　☎ 861-1451

成人・妊婦歯科相談
（口腔機能相談） 無料・予約不要

　歯科医師と歯科衛生士による
歯科健診や歯科相談を行います。
日時 11 月 30日（火）
12月 21日（火）
いずれも当日９時～ 10時 30分受付

対象 市内在住の妊産婦および 18歳以上の方
場所 サンサ右京２階　【受付：55番窓口】
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

12月12日（日）
10:30～12:15 イオンモール

京都五条13:30～16:30
問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

相談（無料）
　各種相談は、急遽中止となることもあります
ので、事前にお問い合わせください。

日時 毎週水曜日（閉庁日を除く）
　　13時 15分～ 15時 15分
場所 サンサ右京 1階相談室　　定員 12 組
予約 希望する週の月曜日（閉庁日の場合は火曜
日）から電話または来庁（９時～ 17時）

問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当　☎ 861-1264

日時 12 月７日（火）13時 30分～ 16時
場所 サンサ右京 1階相談室
問合せ総務省 京都行政監視行政相談センター　☎ 802-1100

日時 12 月 14日（火）13時 30分～ 16時
場所 サンサ右京１階会議室A
問合せ京都府行政書士会　☎ 692-2500

空き家相談員による
不動産相談

先着順、事前予約制先着順、事前予約制
（京都いつでもコール）（京都いつでもコール）

日時 12 月２日（木）
　　13時 30分～ 15時 50分（１組 40分）
場所 サンサ右京１階相談室
定員 ３組（事前予約制・１組２名まで）

保健福祉
こころの健康相談 無料・申込不要

弁護士による市民法律相談 先着順
事前予約制

行政相談委員による行政相談 予約不要

行政書士による相談会 予約不要

コミュニティ回収でごみ減量しませんか？
10 世 帯 以 上 で、

古紙類や古着類など
の資源物を定期的か
つ継続的に回収する住民団体（自治会・
管理組合・PTA・女性会等）の活動に対
して助成金を交付します。
助成内容チラシの作成や回収に必要な費用

の一部
助成額年間１万５千円
　　	（応募時期により異なります。）
＊詳細はホームページをご覧ください。

問合せ右京エコまちステーション　☎ 366-0190

まちステーション便り今月の

 令和3年年末の
期間 12 月１日（水）～ 12月 20日（月）
スローガン  京の暮れ 車同士も ディスタンス
運動重点
１ 子どもの安全確保と信号機のない横断

歩道における歩行者優先の徹底
２ 夕暮れ時と夜間における高齢者を始め

とする歩行者の交通事故防止
３ 飲酒運転の根絶
４ 自転車の安全利用の推進

無料・申込不要

「右京コトハジメテラス」
に参加してみませんか

MACHIKO
カフェも好評

　誰でも参加でき、まちやくらしについて
語り合う場、それが右京コトハジメテラス。
５月から毎月開催しています。
　世代もお仕事も考え方も違う人たちが集
まって、聴いて話して感じたら、皆さんの
中で新しい「コト」が始まるはずです。
　右京のことをもっと知りたい人、くらし方
をちょっと変えてみたい人、いろんな人とつ
ながりたい人は、どうぞお越しください。
日時
・11月 21日（日）13時 30分～ 15時
テーマ：未来と現実のギャップを考える

・12月 19日（日）13時 30分～ 15時
テーマ：実現するアクションを考える

場所 右京区役所	５階	大会議室等
＊新型コロナウイルスの拡大状況次第で、
オンライン会議（Zoom）で開催する可
能性があります。

申込み申込みフォームから

　右京区民まちづくり交流拠点MACHIKO
で、誰もが気軽に立ち寄れるカフェを開催
しています。ここに来る誰かと話すも自由。
コーヒーを飲みながらくつろぐのも自由。
あなた自身のスタイルで、ここでの過ごし
方・楽しみ方を見つけに来ませんか？
日時 12 月 15 日（水）、２月 16 日（水）
各日 17時 30分～ 19時 30分（当日出入
り自由）
場所 サンサ右京１階MACHIKO

問合せ地域力推進室 企画担当　☎ 354-6466

交通事故防止市民 運動

京都市コミュニティ回収制度 検索

申込み
フォーム

右京コトハ
ジメテラス

無料・要申込み

　５月～ 10月の「右京
コトハジメテラス」の様子
は、地域ポータルサイト
「右京ファンクラブねっと」
に掲載しています。ぜひ
ご覧ください！
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