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【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
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≪ 東市来支所地域振興課から ≫
【江口浜海浜公園海開きについて】

　江口浜海浜公園海水浴場がオープンします。オープン
当日は、フラダンスをはじめ、宝探しゲームなどのアト
ラクションも用意しています。また、カヌーやスタンド
アップパドルなどのアクティビティが無料で体験できま
すので、皆さんのお越しをお待ちしています。
開設期間　７月16日(土) ～８月31日(水)
開園時間　10時から18時まで
　　　　   （ただし遊泳は17時まで）
オープニングイベント

７月16日(土)
　９時40分～　　　  フラダンス　　
　10時～　　　　　  海開き　　　　
　10時20分～　　　  宝探しゲーム
　10時30分～ 12時　アクティビティ無料体験
　　　　　　　　（ニッパーボード、カヌー、ＳＵＰなど）
【お問い合わせ先】

  東市来支所地域振興課自治振興係 TEL 274-2112

≪ 東市来支所地域振興課から ≫
【第1回湯之元温泉夏祭りの開催について】

　「湯之元温泉とうろう祭り」と「東市来町飲食店組合夏
祭り」は、昨年まで別々に開催していましたが、今年か
ら新しい祭りとして生まれ変わり、同日開催となりまし
た。約400個にもなる色とりどりの手づくり灯篭や石灯
篭が湯之元の夏の夜を幻想的に照らし、会場には東市来
町飲食店組合自慢の品々が出店いたします。
日時　７月23日(土)15時～　※雨天順延　　　
場所　東市来町湯田地区公民館前　　　　　　　　
内容　各ステージや花火の打ち上げ、抽選会など

【お問い合わせ先】  日置市商工会東市来支所 TEL 274-2151

≪ 商工観光課から ≫
【日置市ブランディング（特産品等）に関する勉強会について】

　特産品開発、ブランド力向上および販路拡大を目指す方に向けて勉強会を開催します。農家、漁業者、加工業者等
の皆さんはもちろん、興味のある方ならどなたでも参加できます。
第１回　７月26日(火)　「食の魅力を深めるブランディングとは？」
　　　　　　　　　　 　講師：杉水流直子氏（１級フードコーディネーター）
第２回　８月10日(水)　「日置市の農産物について」　講師：日置市農林水産課
　　　　　　　　　　   「ブランドコンセプトとデザインの関係～日置ブランドロゴマークを考える～」
　　　　　　　　　　　 講師：久保雄太氏（デザイナー）
第３回　８月23日(火)　「日置市の水産物について」　講師：日置市農林水産課
　　　　　　　　　　 　事例発表　有限会社池田製茶：池田麻衣氏　株式会社梅月堂：石原良氏
第４回　９月６日(火)　「これから売れる商品と販路拡大のポイント、メディアの上手な活用法」
　　　　　　　　　　　 講師：佐伯榮子氏（エフプランニング代表）
第５回　９月20日(火)　「販売促進グッズの役割と効果アップの活用法」　
　　　　　　　　　　   「マッチングイベント・開発コーディネート・ブランド認証について」
　　　　　　　　　　　講師：杉水流直子氏（１級フードコーディネーター）
会場　市中央公民館大会議室　時間　19時～ 21時　受講料　無料
【申込先 ・ お問い合わせ先】 本庁商工観光課 TEL 248-9409

≪ 福祉課から ≫
【重度心身障害者医療費助成制度について】

　重度の障がいがある方を対象に医療費の助成制度があります。医療保険各法による医療を受けた場合の自己負担額
について助成します。
対象者　(1) ～ (4)のいずれかにあてはまる方
　(1)身体障害者手帳の等級が１級または２級の方
　(2)療育手帳の程度がＡ、Ａ１、Ａ２と判定された方
　(3)身体障害者手帳の等級が３級かつ療育手帳の程度がＢ１と判定された方
　(4)療育手帳Ｂ１かつ知能指数35以下と判定された方
手続きに必要な書類　障がい者手帳、印鑑、健康保険証、本人名義の通帳の写し
※対象者は本庁福祉課、各支所市民課で受給者証の交付を受ける必要があります。
【お問い合わせ先】 本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 または各支所市民課福祉係

≪ 総務課から ≫
【平成28年度日置市職員採用試験について】

～申込書提出は８月８日(月)まで～
受付期間　７月14日(木) ～８月８日(月)　※閉庁日を除く　試験日　１次試験　９月18日(日)
採用職種　一般事務、保健師、農業技師、建築技師、土木技師、消防吏員
受験資格　一般事務、消防吏員　　　　　　　　　 ：昭和61年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた者
　　　　　保健師、農業技師、建築技師、土木技師：昭和56年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた者
その他

　詳細は「平成28年度日置市職員採用試験案内」をご覧ください。
　試験案内については､市ホームぺージからダウンロードできます。
　＜ホームページアドレスhttp://www.city.hioki.kagoshima.jp/＞
　直接受領を希望の場合は、本庁総務課、各支所地域振興課、消防本部および南分遣所へお越しください。
　郵便による送付を希望の場合は、住所氏名を記入し140円分の切手を貼った返信用封筒（Ａ４版封入可能）を同封
の上、本庁総務課人事給与係へ「日置市職員採用試験案内希望（○○○）」（○○○は試験区分）と明記し、送付して
ください。
【提出先 ・ お問い合わせ先】 本庁総務課人事給与係 TEL 248-9438

≪ 介護保険課から ≫
【日置市地域包括支援センター運営協議会について】
日時　８月３日(水)14時から
場所　市中央公民館　３階　研修２・３
内容　介護予防・日常生活支援総合事業について
公開 ・ 非公開　公開（傍聴者定員10人）
その他　会議開催時刻の30分前から傍聴手続をします。
　　　   傍聴の際は、会場入口に掲示してある傍聴要領
　　   を遵守してください。
【お問い合わせ先】

  本庁介護保険課介護予防支援係 TEL 248-9423

≪ 農林水産課から ≫
【初心者向け野菜作り講習会について】

　野菜作りが初めての方、野菜作りをしているが聞いて
みたいことがある方など、どなたでも参加できます。

参加料　無料　申込期限　７月29日(金)
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  本庁農林水産課農政係 TEL 273-8870

　　　　　日時　　　　　  地域　　　　  場所
８月３日(水) ９時～ 10時　日吉　　吉利物産館
　　　　　   11時～ 12時　吹上　　さくら館
　　　　　   14時～ 15時　東市来　江口蓬莱館
　　　　　   16時～ 17時　伊集院　ふれあい飯牟礼館



伊集院地域

７月17日　守屋病院　　　　　　　　TEL 273-3195
７月18日　じんごあん整形　　　　　TEL 272-5151
７月24日　たもつクリニック　　　　TEL 246-5850
７月31日　黒岩内科　　　　　　　　TEL 272-2330
　　　　　黒岩眼科　　　　　　　　TEL 272-2332
東市来地域

７月17日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
７月18日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
７月24日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
７月31日　浅谷小児科医院　　　　　TEL 274-3088
日吉･吹上地域

７月17日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
７月18日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
７月24日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
７月31日　しいの内科クリニック　　TEL 299-3111
　※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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≪ 総務課から ≫
【司法書士による登記･法律相談所(無料)開設】
日時　８月４日(木)  13時～ 16時
場所　市中央公民館 ３階 研修室１(和室)
相談従事者　鹿児島県司法書士会鹿児島支部会員
相談内容　不動産登記全般(権利関係)、民事一般、
　　　　後見、多重債務
予約先　県司法書士会事務局 TEL 256-0335
　　　　※事前予約の方を優先します。
　　　　※相談時間は１人当たり30分
【お問い合わせ先】

  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335

相談従事者　鹿児島県行政書士会日置支部会員
相談内容　相続、後見、公正証書、離婚、その他生活相談
予約先　種子島行政書士事務所  TEL272-2405
　　　　※事前予約の方を優先とします。
　　　　※相談時間は１人当たり30分以内
【お問い合わせ先】

  髙柿俊美行政書士事務所 TEL 080-6476-3924

　　　【行政書士による無料相談会の開催】
日　時 場　所

13時～ 16時
市中央公民館 ３階 研修１

７月26日(火)
13時～ 16時

日吉支所 １階 会議室
８月23日(火)

≪ 教育総務課から ≫
【日置市幼稚園運営検討委員会委員 （公募委員） 募集について】

　市教育委員会では、公立幼稚園の在り方を検討するため、日置市幼稚園運営検討委員会を設置し、広く市民の皆
さまのご意見をいただくため公募委員を募集します。
募集人員　若干名
任期　平成28年８月１日から教育委員会に答申するまでの間（１年未満）
応募資格　応募日現在で、次のすべての条件を満たすこと
　(1) 市に在住している満20歳以上の人
　(2) 市議会議員および市職員でない人
　(3) 教育委員会の附属機関の委員でない人
　(4) 幼稚園児のお子さんを持つ保護者
　(5) 平日に開催される会議に出席できる人
謝金　市の規定に基づきお支払いします（年間３回程度）。
応募方法　指定の応募用紙に必要事項をご記入いただき、本庁教育総務課または各支所教育振興課に直接持参され
　　　　るか、郵送してください。応募用紙は各窓口に置いてあるほかホームページからもダウンロードできます。
応募期間　７月22日(金)17時まで　※郵送される場合も同様。
【お問い合わせ先】 本庁教育総務課教育総務係 TEL 248-9426 または各支所教育振興課教育総務係

≪ 地域づくり課から ≫
【鹿児島県男女共同参画週間　ワークショップの開催について】

　県では７月25日(月)から31日(日)までを「鹿児島県男女共同参画週間」として、世代・性別等を越えて多様な人が
集い、異なる人との出会いの中で、男女共同参画について深く理解する機会として基調講演やワークショップを開
催します。
場所　かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14-50）
内容

　７月30日(土)　※託児可能
　　基調講演　13時30 ～ 15時30分　「老若男女参画」のまちづくり　一人ひとりの力をどう活かすか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：宮本太郎さん（中央大学法学部教授）
　　ワークショップ　15時45分～ 17時45分
　７月31日(日)　えほんづくりワークショップ　13時30分～ 16時　対象：小学生
　　ひとりひとりのちがいをかさねて、じゆうに、たのしく、ことしもつくろう！ちきゅうにひとつのわたしのえほん！
　　ファシリテーター：高﨑恵さん＆男女共同参画ジュニアリーダー
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター　男女共同参画推進課）　
  TEL 221-6603　FAX 221-6640　電子メール p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp

≪ 東市来図書館から ≫
 【夕涼みおはなし会について】

　夏の夜、子どもと一緒におはなし会を楽しみません
か。おはなしグループ “カシュカシュ” によるおはなし
会と、夜の図書館をゆっくりとお楽しみください。皆さ
まのお越しをお待ちしております。
※当日は20時まで開館いたしますので、どうぞご利用く
ださい。
日時　７月16日(土)18時30分時から（50分程度）
場所　東市来図書館　視聴覚閲覧室
内容　おはなしグループ “カシュカシュ” によるおはな
　　し会（絵本の読み聞かせ、わらべ歌、シアター等）
【お問い合わせ先】 東市来図書館 TEL 274-9610

 【夏休み読書体験活動について】
　夏休みの自由工作のテーマは、もう決めましたか？東
市来図書館では、次の日程で制作活動を実施します。夏
休みの宿題に図書館をぜひご利用ください！！
日時　８月６日(土)10時～正午
場所　東市来図書館　視聴覚閲覧室
募集人員　10組　講師　原田美夏氏（イラストレーター）
内容　紙コップで紙芝居制作『親子でくるくる紙芝居作り』
持ってくるもの

　紙コップ２個から10個、鉛筆、色ぬりの道具
申込方法　電話かFAX　申込期限　８月３日(水)
【お問い合わせ先】 東市来図書館 TEL・FAX 274-9610

≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【弓道教室の開催について】

期日　８月20日(土) ～ 10月29日(土)　毎週土曜日
時間　19時30分～ 21時　場所　吹上浜公園弓道場
対象者　吹上地域にお住いの方
※男女問わず中学生以上。ただし、中学生は保護者同伴
参加料　無料　申込締切　８月１日(月)まで
その他　白足袋を持参してください。
【申込先 ・ お問い合わせ先】

吹上支所教育振興課（吹上中央公民館内） TEL 296-2124
または吹上地域弓道部長　飛田尚文 TEL 296-3127

≪ 福祉課から ≫
【障害者委託訓練生募集について】

パソコン事務科

　定員　８人
　訓練場所　合同会社オープン・ウィンドウ
　　　　　　（南さつま市加世田本町22-9　本町公民館）
募集期間　７月11日(月) ～８月５日(金)
訓練期間　９月14日(水) ～ 12月13日(火)
訓練時間　９時10分～ 14時50分
対象者　障がいのある方で、早期の就職や再就職を目指す方
（就労支援事業所等で支援を受けられている方も受講可能）
訓練内容　パソコンを利用した訓練（ワード、エクセル等）
特典　授業料は無料で、給付金が支給される場合があります
【お問い合わせ先】 鹿児島障害者職業能力開発校
　　　　　　　　TEL 0996-44-2206　FAX 0996-44-2207

≪ 中央図書館から ≫
【なつやすみおはなし会について】

　なつやすみおはなし会を次のとおり開催します。小さ
なお子さまから大人の方々まで、どなたでも参加できま
す。ぜひご参加ください。
日時　７月29日(金)14時～ 15時30分
場所　伊集院地区公民館（日置市立中央図書館となり）
※事前申し込みは不要ですが、10人以上の団体での参加
の場合は、中央図書館へご連絡ください。
【お問い合わせ先】 市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886

≪ 社会教育課から ≫
【体育施設管理人等の募集について】

　体育施設管理人等（嘱託)を次のとおり募集します。
施設　伊集院総合体育館
募集人員　若干名
業務内容　受付業務、維持管理・収納業務（清掃含む）、その他教育委員会が指示する業務
応募資格　簡単なパソコン入力ができる方
勤務形態　土・日・祝日（夜勤）勤務あり
　　　　　月20日以内※１年更新
　　　　　８時30分～ 17時、17時～ 22時の交替制
勤務条件　社会保険・雇用保険あり
賃金形態　時間額750円
提出書類　履歴書１部（写真貼付）履歴書は市の様式。なお、履歴書は伊集院総合体育館にあります。
選考方法　書類審査および面接
提出期限　７月29日(金)
【提出先 ・ お問い合わせ先】 社会教育課スポーツ振興係（伊集院総合体育館内）TEL 248-9434

≪ 市民生活課から ≫
【臨時職員の募集について】

業務内容
　個人番号カード発行および窓口業務に係る事務補助
　（パソコンによる入力作業、窓口対応、書類整理等）
募集人員　１人　勤務地　本庁市民生活課
応募資格　日置市在住で、60歳未満の方
勤務形態　月14日　８時30分～ 17時のうち7.5時間
賃金形態　時間額700円　賞与なし
勤務条件　雇用保険　選考方法　書類選考
雇用期間　８月１日(月) ～平成29年３月31日(金)
提出書類　市指定の履歴書１部（写真貼付）
申込期限　７月20日(水)17時まで
【提出先 ・ お問い合わせ先】

  本庁市民生活課市民係 TEL 248-9414
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