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第20回吹上浜公園杯高校生女子バレーボール大会( ～ 31日)

第28回吹上かめの子サッカー大会( ～ 31日)
国際サンドアートフェスティバル2016

　　時　　間

13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 15：00
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 15：00
受付13：20 ～ 13：30
交付　　　  ～ 15：00
10：00 ～　正午
15：00 ～ 21：30

13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 11：30
９：00 ～　正午
９：30 ～ 11：00
10：00 ～ 11：30

８：40 ～
９：00 ～
９：30 ～

　　   場　　所

市中央公民館
日吉保健センター
東市来支所第４会議室
市中央公民館
吹上保健センター
B&G東市来海洋センター
市中央公民館
吹上中央公民館
市中央公民館

吹上保健センター
湯田地区公民館前広場

市中央公民館
日吉保健センター
ゆすいん
東市来支所第４会議室
吹上中央公民館
日吉保健センター

吹上浜公園体育館
吹上浜公園陸上競技場ほか
江口浜海浜公園

くらしのカレンダー  ７月下半期お知らせ
版

【市営住宅入居者の募集について】
　吹上地域永吉地区に永吉中央住宅が完成しましたので、入居希望者を次のとおり募集します。
　なお、今回の募集の対象者は、下記募集要件を満たすご家族とします。
募集要件および優先順位　(1)  小学校就学前の子どもがいる世帯または現在校区外の小学生がいる世帯
　　　　　　　　　　　   (2)  これから子どもを産み育てる世帯
募集戸数　３戸(３ＤＫ）　建物構造　鉄筋２階建　家賃　22,100円～ ※家賃は世帯の収入により算定されます。
敷金　入居決定時家賃の３カ月分　共益費　１月当たり3,000円程度(予定)　駐車場使用料　１月１台当たり820円
駐車場保証金　１台につき2,460円　申込期間および受付時間　随時　８時30分～ 17時15分(土、日、祝日除く。)
申込先　本庁建設課および各支所産業建設課(募集案内は、各窓口に用意してあります。)
入居者決定方法　提出された入居申込書から入居資格を審査の上、決定します。　　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】 吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114

日･曜日
16日(土)
17日(日)
18日(月)
19日(火)
20日(水)

21日(木)

22日(金)
23日(土)
24日(日)
25日(月)
26日(火)
27日(水)

28日(木)

29日(金)
30日(土)

31日(日)
≪ 東市来支所地域振興課から ≫

【国際サンドアートフェスティバル2016　出場チーム募集について】
大会日時　７月31日(日)　８時30分から受付　９時30分から競技開始
会場　江口浜海浜公園（東市来町伊作田）　締切　７月27日(水)まで

表彰　一般の部優勝賞品　香港旅行＋香港砂像大会出場
　　　その他各賞　景品多数
サブイベント　宝さがしゲーム（中学生以下限定）当日受付　11時40分スタート　参加料１人100円
【申込先 ・ お問い合わせ先】 国際サンドアート実行委員会（日置市商工会東市来支所内）
  TEL 274-2151 FAX274-2132　http://www.sandartfes.com

参加資格
制作スペース
チーム定員
参加料
制作時間
募集定員
道具類

　Ａ． 一般の部
特になし
５ｍ×５m
１チーム５人まで
１人 500 円
９時 30 分から２時間以内
一般・ファミリーの部　合わせて 40 チーム
各自持参（スコップ、ヘラ、バケツ、キリ吹き、ジョウロ等）

　　　　　　Ｂ． ファミリーの部
大人・子ども（中学生以下）
５ｍ×５m
１チーム５人まで
１人 300 円

≪ 福祉課から ≫
【障がい者のＮＨＫ放送受信料の減免について】

　障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯に対して、ＮＨＫ放送受信料の減免制度があります。免除基準は次のとおり
です。申請をご希望の方は本庁福祉課または各支所市民課へ手帳と印鑑をお持ちください。
※申請する年の１月２日以降に転入された方で、全額免除の申請をされる方は１月１日にお住まいであった市町村発
行の非課税証明書が必要になります。
全額免除　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯の世帯構成員全員が住民税
　　　　非課税の世帯
半額免除　視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
　　　　　身体障害者手帳１級または２級、療育手帳Ａ１またはＡ２、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　　　　が、世帯主で受信契約者の場合
【お問い合わせ先】ＮＨＫふれあいセンター TEL 0570-077-077（ナビダイヤル）FAX 045-522-3044

≪ 福祉課から ≫
【戦没者遺児による慰霊友好親善事業について】

　日本遺族会は「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助を受けて実施しており、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。
費用は、参加費として10万円です。５年を経過した方(平成22年度以前参加者)は２回目の応募ができます。
【申込先】 鹿児島県遺族連合会 TEL 812-8292　【お問い合わせ】 一般財団法人日本遺族会事務局 TEL 03-3261-5521

≪ 福祉課から ≫
【精神障がい者家族教室について】

　精神障がい者のご家族を対象に家族教室を開催します。病気のことや治療のこと、「こんなときどうしたら良いの
だろう」というときの家族の関わり方などを一緒に語り合ってみませんか。
日時　第１回：７月13日(水)　第２回：９月14日(水)　第３回：11月９日(水)
　　　第４回：平成29年１月18日(水)　第５回：平成29年３月８日(水)　いずれも14時から16時まで
場所　串木野健康増進センター（いちき串木野市新生町183-3）
対象者　精神障がい者の家族　内容　医師による講話、家族同士の意見交換会等　参加費　無料
【申込先 ・ お問い合わせ先】 伊集院保健所地域支援係　担当：和田、高橋　TEL 272-6301

≪ 建設課から ≫
【平成29年度がけ地近接等危険住宅移転事業希望者の募集について】

　市では、がけ地近接等危険住宅移転事業により平成29年度に移転を希望される方を募集します。
　この制度は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅を、安全
な場所に移転することで住民の生命の安全を確保することを目的として、市が移転者に対して危険住宅の除却や安
全な場所への住宅の建設に要する費用に対して補助金を交付する制度です。
補助の内容

　(1) 除却等費(限度額802千円)
　　  危険住宅の撤去費および移転に要する費用
　(2) 建物助成費(限度額7,227千円)
　　  危険住宅に代わる住宅の建設(購入)、土地取得、敷地造成のため、
　金融機関から融資を受けた場合の利息額
募集締切期限　９月30日(金)
【お問い合わせ先】 本庁建設課建築係 TEL 273-8871
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≪ 建設課から≫
【木造住宅耐震診断・耐震改修補助金について】

　市では、木造住宅の耐震化を促進し、地震に対する安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。
受付期限　11月30日(水)（予算に達した時点で終了）
対象となる住宅

　(1)   １戸建ての専用住宅または併用住宅で地上３階建てまでであること
　(2)   昭和56年５月31日以前に建築され、現に人が住んでいる、または住む予定であること
補助率と補助金の額

　耐震診断　補助率２/３　　限度額６万円
　耐震改修　補助率23/100 　限度額30万円
※補助を受けるにはさまざまな条件があります。詳しくはお問い合わせください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 本庁建設課建築係  TEL273-8871



伊集院地域

７月３日　康生クリニック　　　　　TEL 272-1177
７月10日　うちやま眼科　　　　　　TEL 273-1616
　　　　　藤井内科小児科　　　　　TEL 273-1658
東市来地域

７月３日　大石医院　　　　　　　　TEL 274-3211
７月10日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
日吉･吹上地域

７月３日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
７月10日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
　※診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。
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≪ 市民生活課から ≫
【特設人権相談所の開設について】

　人権擁護委員が、人権問題等についての相談に応じま
す。相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相
談ください。
開設日時　７月21日(木) 10時～ 15時
開設場所　吹上中央公民館
【お問い合わせ先】  本庁市民生活課戸籍係 TEL 248-9414
　　　　　　　　または各支所市民課市民係

≪ 介護保険課から≫
【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～】　

日時　７月22日(金)　日吉中央公民館（日吉）
　　    ８月24日(水)　鶴丸地区公民館（東市来）
時間　13時30分～ 15時
対象者　ご家族を介護している方、介護に関心のある方
内容　安全に食事を食べていただくための介助方法など
　　についての講話および交流会
【お問い合わせ先】

  日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

≪ 福祉課から ≫

【お問い合わせ先】

  日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

相談従事者　日置市社会福祉協議会心配ごと相談員
相談内容　日常生活における心配ごと相談
相談料　無料
　※相談を希望される方は直接会場へお越しください。

日時 場所

東市来総合福祉センター
相談室

７月14日(木)
７月28日(木)

９時30分～正午

市中央公民館 講座１

７月11日(月)
７月25日(月)

７月５日(火)
７月19日(火)

７月13日(水)
７月27日(水)

13時30分～ 16時 

９時30分～正午

日吉老人福祉センター
相談室

吹上中央公民館
第３会議室９時30分～正午

【心配ごと相談の開催】

７月９日(土)
７月27日(水)
７月12日(火)
７月13日(水)
７月27日(水)
７月14日(木)

　　　【弁護士による無料法律相談の開催】

相談従事者　ひまわりの会
相談内容　相続・後見・公正証書・その他生活相談
その他　 事前の予約が必要です。
　　　　予約先　ひまわりの会 TEL 227-0041
　　　　※相談時間は１人30分程度

日時 場所

13時～ 15時

日吉老人福祉センター
相談室
東市来総合福祉センター 相談室
市中央公民館 講座１

吹上支所２階

≪ 市民生活課から ≫
【年金相談の開催について】

日時および場所

　①７月６日(水) 　10時～ 15時　伊作地区公民館会議室
　②７月20日(水)　10時～ 15時　東市来支所第４会議室
内容　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金をもら
　　う手続き、年金の仕組み、保険料のことなど、年金
　　についてのご相談にお答えしますので、お気軽にお
　　越しください。なお、相談の際は、本人確認のため
　　に公的機関の顔写真付き証明と年金手帳などの関係
　　書類をご持参ください。
【お問い合わせ先】

  ①吹上支所市民課市民係　 TEL 296-2113
  ②東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

≪ 財政管財課から ≫
【サマージャンボ宝くじについて】

　この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。
発売期間　７月６日(水) ～ 29日(金)
抽せん日　８月９日(火)　販売金額　１枚300円
サマージャンボ　当せん金

　１等　　　　５億円×23本
　１等前後賞　１億円×46本　ほか
サマージャンボミニ7000万　当せん金

　１等　7,000万円×120本　ほか
【お問い合わせ先】 (公財)鹿児島県市町村振興協会 TEL 206-1001

≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【マレーシア料理教室兼ハリラヤパーティーについて】
　吹上町マレーシア交流実行委員会では次のとおり、料
理教室兼ハリラヤ（マレーお正月）パーティーを開催い
たします。多民族国家のマレーシアは食べ物の種類が豊
富です。今回、マレーシアのお正月に欠かせない伝統料
理を作り、マレーシア人留学生と一緒に楽しいハリラヤ
のひとときを 過ごしてみませんか？
日時　７月９日(土)10時～ 14時
場所　伊作地区公民館調理室　参加費　１人500円
募集人数　20人（定員になり次第締め切ります）
申込期限　６月30日(木)　講師　国際交流員シュクリ
メニュー　マレーシアのお正月伝統料理
　「プロット・クニン」と「ルンダン・アヤム」
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

≪ 健康保険課から ≫
【日置市健康づくり推進協議会委員の募集について】

　市では、健康づくりの推進に関するご意見を地域住民の皆さまからいただくため、日置市健康づくり推進協議会の
委員を公募します。
公募する委員の予定人数　若干名　応募期間　７月１日(金) ～ 19日(火)
募集の対象となる方　市内に居住する18歳以上75歳未満（平成29年３月31日現在）の方で、年３回程度、平日の日
　　　　　　　　  中に会議に出席できる方に限ります。
任期　委員就任の日から２年間　報酬　１回の出席につき、日置市の規定で定めた額をお支払いします。
応募方法　所定の応募申込書に必要事項を記入の上、直接持参するか郵送またはＦＡＸにより提出してください。
　　　　　（希望される方には、応募申込書をお送りします。）
選考方法　書類審査の上、決定します。
　　　　　※選考結果の理由についてのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
【お問い合わせ先】 本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421

≪ 健康保険課から≫
【子ども医療費助成制度の対象年齢引き上げについて】

　平成28年10月診療分から子ども医療費助成制度の対象年齢を「小学校卒業まで」から「中学校卒業まで」に引き
上げます。手続きに必要な登録申請書を中学生（平成13年４月２日～平成16年４月１日までの生まれ）の子どもが
いる世帯の世帯主宛に５月30日(月)に送付してあります。提出期限が迫っていますので、手続きがお済みでない方
は、期日までの申請をお願いします。
提出期限　６月30日(木)　提出方法　返信用封筒による郵便での申請にご協力ください。
※期限後も随時申請書の受付を行いますが、受給資格者証のお届けが10月以降になる場合があります。
【お問い合わせ先】 本庁健康保険課保健予防係 TEL 248-9421

≪ 農林水産課から ≫
【狩猟免許試験およびわな猟免許取得講習会受講料助成について】

　県猟友会では、県の委託を受けて、鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図るため、捕獲技術習得を支援します。
狩猟免許試験

　日時　８月21日(日)９時から　会場　鹿児島地域振興局日置庁舎　申請期間　７月11日(月)から８月５日(金)まで
わな猟免許取得講習会

　日時　８月７日(日)９時から　会場　市中央公民館　申請期間　７月28日(木)まで
※初心者講習会受講料10,000円のうち5,000円を助成します。
助成対象者　有害鳥獣による農作物被害を防止・軽減するために、わな猟免許を取得しようとする農業者や集落の
　　　　　代表者、農業法人の従業員など。
※助成を受けるには、市役所において手続きが必要であり、免許取得後の猟友会への加入が条件になります。
【申込先】 各地域猟友会長（伊集院・東市来・日吉・吹上）　※詳細は次にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 本庁農林水産課林務水産係（伊集院町下谷口1960-1）TEL 273-8870

≪ 総務課から ≫
【福祉避難所協定締結施設について】

　　市では福祉避難所に関する協定を締結しました。
　　大規模災害が発生した場合は、次の施設の協力を得て福祉避難所の開設を行います。
　　対象者は避難所生活に特別の配慮を要する者です。
　　原則として、福祉避難所への移送は介助する者が行い、福祉避難所においても介助する者が介助を行います。

【お問い合わせ先】 本庁総務課防災係 TEL 248-9401

　　　　　　　　　施設名称

介護老人保健施設シルバーセンター光の里
ケアハウス光の海
介護老人福祉施設秋光園
介護老人福祉施設やはずの里
介護老人保健施設アンダンテ伊集院
介護付き有料老人ホームビクトリア街
障害者支援施設吹上学園
介護老人福祉施設喜楽奈家
介護老人保健施設湯之浦ナーシングホーム
養護老人ホーム美里・盲養護老人ホーム光の岬
高齢者多機能福祉施設ふきあげタウン

　　　　所有者

医療法人誠心会
社会福祉法人恵理会
社会福祉法人九十九会
社会福祉法人健康村
医療法人健誠会
医療法人誠心会グループ
社会福祉法人曙福祉会
社会福祉法人曙福祉会
医療法人昭泉会
社会福祉法人佑心会
医療法人誠心会

　　　　所在地

東市来町湯田 3613 番地
東市来町伊作田 7078 番地 1
東市来町長里 360 番地 1
伊集院町飯牟礼 369 番地 1
伊集院町妙円寺三丁目 1303 番地 1
伊集院町徳重 342 番地 3
吹上町湯之浦 2758 番地
吹上町湯之浦 2758 番地
吹上町湯之浦 1353 番地
吹上町小野 1482 番地 1
吹上町小野 1478 番地
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