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〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

情 報 掲 示 板 移動図書館こじか号
日時・場所

４月23日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

５月２日（月）
11:00～11:40 西京極小学校

13:00～13:40 葛野小学校

５月９日（月） 13:10～13:40 嵯峨小学校

５月12日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
移動式拠点回収を実施します！
リサイクル可能な「資源物」と捨て方が難し

い「有害・危険ごみ」を、まち美化事務所が地
域の身近な場所に出向いて回収します！
日時・場所

５月 14 日（土）９時～ 11 時
嵐山小学校　正門入口
５月 14 日（土）13 時 30 分～ 15 時 30 分
御室小学校　正門入口
＊詳細は、まち美化事務所やエコまちステーシ

ョンにあるチラシ、またはホームページを
ご覧ください。

　 移動式拠点回収事業 検索
問合せ西部まち美化事務所　☎ 882-5787

右京エコまちステーション　☎ 366-0190

　なお、令和４年２月が特別徴収（年金からの
保険料の引落し）の方につきましては、今回の
通知はありません。
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、
京北出張所 保健福祉第一担当　☎ 852-1815

　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 毎週木曜日
　　（第５木曜日および祝日を除く）
　　14 時～ 15 時 30 分
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

献血にご協力ください
日時・場所

５月８日（日）
10:30～12:15

京都ファミリー
13:30～16:30

５月13日（金） 10:00～12:00 花園会館

５月13日（金） 14:00～16:00
旧京都市計量検査所
新丸太町通嵯峨野
高校正門西

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

相談（無料）

日時 毎週水曜日（閉庁日を除く）
　　13 時 15 分～ 15 時 35 分
場所 サンサ右京１階相談室
定員 14 組
予約方法 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 ５月 10 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
（平日8時30分〜17時15分、祝日を除く）

日時 ５月 10 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　＊奇数月第２火曜日に開催。
場所 サンサ右京１階会議室 A
問合せ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　特集コーナー

４月「読んで、はじめる」「右京探訪」
　　 「おたんじょう日」
５月「憲法を知ろう」「右京探訪」
　　 「おかあさんだいすき」
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

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14組
事前予約制

行政相談委員による行政相談 予約不要

司法書士による相談会 予約優先

　対象の金融機関のキャッシュカードで簡単
に口座振替の申込手続ができるサービスです。
＊対象金融機関

みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、
滋賀銀行、京都銀行、ゆうちょ銀行、京都信
用金庫、京都中央信用金庫、京都府信用農業
協同組合連合会、京都市農業協同組合、京都
中央農業協同組合、京都農業協同組合

＊詳しくは、各金融機関にご確認ください。
＊後期高齢者医療制度は対象外
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

　本人に前年の所得がない場合、または所得が
基準以下の場合は、国民年金保険料の納付が猶
予されます。申請は問合せまで。申請の際には、
学生証等が必要です。
問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　

☎ 861-2064

　がんは早期発見・早期治療がカギです。
　検診は「密」の回避、検温や消毒などの感
染防止対策を行っていますので、安心して受
診してください。40 歳以上の方は、ぜひご活
用ください。

肺がん検診（胸部エックス線検査）【要予約】
日時 第２・４火曜日、毎週金曜日
予約 電話または 24 番窓口
＊ 胸部エックス線検査は、結核・肺がんの検

診になります。
　65 歳以上の方は、感染症法により年１回の
結核検診の受診が義務付けられています。

大腸がん検診【予約不要】
検体提出日時 毎週金曜日　９時～ 11 時
　検査キットは、24 番窓口でお渡しするか、
電話での申込みにより郵送します。
　ただし、郵送での検体の提出は受け付けて
いませんので、ご注意ください。

＊いずれも閉庁日を除く
問合せ健康長寿推進課　健康長寿推進担当　

☎ 861-2177

　４月下旬までに第１号被保険者（65 歳以上）
の方に送付しますので、通知書が届いたら必ず
ご確認ください。
　今回の通知する保険料は、令和３年度の市民
税をもとに仮計算したものです。確定額の通知
書は、７月、令和４年度の市民税確定後に、送
付します。

保健福祉
国民健康保険料の口座振替の手続きには
「ペイジー」が便利です

学生納付特例制度の申請

安心して受診できます「がん検診」

令和４年度介護保険料通知書を送付します
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）

５月は赤十字運動月間
「一緒に乗り越えよう。
また、笑顔になるために。」
～活動資金にご協力ください～

　日本赤十字社は、国内外での災害救護
をはじめ、救急法などの各種講習会の実
施や青少年赤十字活動、輸血用血液の安
定供給など、人道的使命を果たすために
様々な活動を行っています。また、全国
の赤十字病院を中心に新型コロナウイル
ス感染症の治療および感染拡大防止のた
めの活動に取り組んでおります。
　こうした幅広い活動を継続、充実して
いくために、皆様のご協力をお願いします。
問合せ日本赤十字社京都府支部　

☎ 541-9326
　　  地域力推進室まちづくり推進担当

☎ 861-1264
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