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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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≪ 社会教育課から ≫
【「小松帯刀の明治維新」について】

　明治維新を演出した小松帯刀について学べるイベント
を開催します。歴史研究者の講演会や、子孫を交えたパ
ネルディスカッションを通じて、日置市ゆかりの小松帯
刀が果たした役割と魅力を紹介します。ぜひご参加くだ
さい。
日時　９月４日(日)13時～ 16時30分（開場12時30分～）
会場　日吉老人福祉センター
定員　500人（当日先着、予約不要）　入場料　無料
内容　講演：青山忠正氏
　　　　　  （佛教大学歴史学部教授、明治維新の研究者）
　　　パネルディスカッション：
　　　　　　長部訓子氏（小松帯刀子孫）
　　　　　　寺尾美保氏（東京大学大学院）
　　　吉利中区太鼓踊り披露
【お問い合わせ先】 本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432

≪ 社会教育課から≫
【出会い応援イベント　～ LOVE BEAT IN ひおき～　参加者募集について】

　婚活をしている貴方へ出会いの場を提供します。お気軽にご参加ください。
開催日時　９月４日(日)　13時～ 16時　会場　市中央公民館
対象者　25歳以上50歳未満の独身の男女各30人　参加費　1,000円（お菓子・飲み物代）
申込締切　８月22日(月)まで（定員になり次第締め切ります）
主催　日置市世話やきキューピッド（日置市地域女性連絡協議会）
【申込先 ・ お問い合わせ先】 日置市中央公民館 TEL 273－1919　FAX 272-3145

≪ 東市来産業建設課から ≫
【東市来観光ぶどう園開園について】

　東市来地域の観光ぶどう園が７月20日から随時開園
します。たわわに実ったぶどうはいかがですか。

　開園予定日　　　　　　　農園名　　　　　　　　 電話番号

 ７月20日(水)　つとむじぃグレープの森　274-0123
 　　　　　　   下茂観光農園　　　　　　274-1044
 ７月22日(金)　かんとりぃぱぁく　　　　274-9179
 ７月24日(日)　大庭ぶどう園　　　　　　274-1216
 　　　　　   　下茂満徳観光ぶどう園　　274-0122
 ８月１日(月)　重水観光農園　　　　　　274-6287
 ８月２日(火)　赤崎農園　　　　　　　　274-1034
 ８月３日(水)　下茂はるか農園　　　　　274-6113

【お問い合わせ先】

  東市来支所産業建設課農林水産係 TEL 274-2114

≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【薩摩琵琶演奏会について】

　薩摩琵琶発祥の地「中島常楽院」で薩摩琵琶の演奏会
が開催されます。演奏は県指定文化財保持者の薩摩琵琶
保存会の方々です。無料ですので、お気軽においでくだ
さい。
日時　８月21日(日)　10時～ 12時30分
会場　中島常楽院（吹上町田尻）
【お問い合わせ先】

  吹上支所教育振興課社会教育係 TEL 296-2124

≪ 福祉課から≫
【「鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式」参列遺族の募集について】

　鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希望されるご遺族を募集します。
期日　11月８日(火）　※前日からの団体行動になります。
場所　鹿児島霊園　摩文仁の丘（沖縄県糸満市平和祈念公園内）
対象者　沖縄および沖縄近海での戦闘で戦没した方の配偶者および三親等内のご遺族
申込期間　８月１日(月) ～ 31日(水)　募集人員　９人　※申込多数の場合は、選考となります。
【申込先】 本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9419 または各支所市民課福祉係
【お問い合わせ先】 鹿児島県庁社会福祉課 TEL 286-2840

≪ 地域づくり課から ≫
【夏休み企画「ＫＩＤＳのマネー体験」について】
　仮想商店街でお仕事・お買い物体験をしながらお金の
イロイロを楽しく学びます。アルバイト→貯金→下ろす
→買い物で勤労者と消費者を同時に体験、学習します。
対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　８月５日(金)　13時30分～ 15時
場所　日置市女性センター銀天街　協力　南日本銀行
申込期限　７月26日(火)まで
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  日置市女性センター銀天街 TEL/FAX 295-3411
  水、金、日（祭日を除く）10時～ 16時

≪ 地域づくり課から ≫
【“すうじをいれてえほんづくり”ワークショップについて】

　ひとりひとり、いろんなとくいやにがてがあって、と
くいでひとをたすけたり、にがてをたすけてもらった
り。あなたとわたしが、なかよくなるのは、とくいもに
がてもあるからだね。ひとりひとりのちがいをかさねて、
じゆうにたのしく、つくろう！ちきゅうにひとつのわた
しのえほん。えをかくことはとくいでも、とくいではな
くてもだいじょうぶです。
対象　小・中学生等　人数　20人
すすめるひと　たかさきめぐみさん
吹上保健センター

　日時　８月７日(日)　13時30分～ 16時
　申込期限　８月３日(水)まで
日置市女性センター “銀天街”　

　日時　８月20日(土)　13時30分～ 16時
　申込期限　８月17日(水)まで
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  本庁地域づくり課男女共同参画係 TEL 248-9408

≪ 東市来支所地域振興課から ≫
【夏休み子ども陶芸教室「美山動物園」について】
　美山陶遊館にてワークショップを開催します。動物を
モチーフにした鉛筆立て作り、夏休みの自由研究にぴっ
たりの陶芸教室です。みなさんぜひご参加ください。
日時　８月７日(日)
　　　　１部：10時～ 正午　定員30人
　　　    ２部：13時～ 15時　定員30人
場所　美山陶遊館
対象　５歳児～小学生
参加費　860円

【申込先 ・ お問い合わせ先】

  美山陶遊館 TEL 274-5778
  メールアドレス：miyamatouyu@yahoo.co.jp

≪ 総務課から ≫
【原爆死没者の慰霊並びに平和祈念の黙とうおよび平和事業写真パネル展について】

　広島市および長崎市において、８月６日および８月９日に被爆71周年を迎えるにあたり、原爆死没者の御霊を慰
め、併せて世界恒久平和の実現を祈念するため、平和祈念式典が挙行されます。広島市長および長崎市長から全世界
に向け、核戦争の悲惨さと核兵器の廃絶を強く訴える「平和宣言」を行い、広島に原爆が投下された８月６日午前８
時15分および長崎に原爆が投下された８月９日午前11時２分に平和の鐘を合図に１分間の黙とうを捧げることになっ
ています。この趣旨をご理解いただき、市民の皆さまがそれぞれのご家庭、職場および地域で敬けんな黙とうを捧げ
られますようお願いします。また、日置市平和事業としまして、７月23日(土)から28日(木)まで市中央公民館ロビー
で写真パネル等の展示を行っています。
【お問い合わせ先】 本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401



【日置市消防団員募集について】
　日置市消防団では、「地域住民の生命財産を守る団
員」を募集しています。
活動内容　各種災害出動および消防団訓練
服装　活動服一式、ヘルメット、編上靴など個人貸与
その他　出動手当、年報酬、退職金制度（５年以上）　
　　　福祉共済制度あり
募集人員　伊集院中央西分団、中央東分団を除く分団
　　　　　（若干名）
入団資格　日置市内に居住または勤務し、年齢は18歳
　　　　以上50歳未満

≪ 消防本部から ≫
【女性消防団員総務班募集について】

　「あなたも一緒に活動しませんか。」日置市消防団で
は女性消防団員を募集しています。
活動内容　各種イベントでの防火啓発活動など
服装　制服一式および活動服一式など個人貸与
その他　出動手当、年報酬、退職金制度（５年以上）　
　　　福祉共済制度あり
募集人員　若干名
入団資格　日置市内に居住または勤務し、年齢は18歳
　　　　以上50歳未満
募集期間　８月30日(火)17時まで

【お問い合わせ先】 消防本部総務課消防団係 TEL 272-0119

伊集院地域

８月７日　はやしだ整形外科　　　　TEL 272-2121
　　　　　橋本耳鼻咽喉科　　　　　TEL 273-1811
８月11日　松崎内科ひふ科　　　　　TEL 272-2468
８月14日　永浜小児科内科　　　　　TEL 272-2829
８月15日　いじゅういん脳神経外科　TEL 246-5550
東市来地域

８月７日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
８月11日　大石医院　　　　　　　　TEL 274-3211
８月14日　石神胃腸科内科医院　　　TEL 274-3110
８月15日　ゆのもと記念病院　　　　TEL 274-2521
日吉･吹上地域

８月７日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
８月11日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
８月14日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
８月15日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
　※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 ≫
【年金相談の開催について】

日時　８月24日(水) 10時～ 15時
場所　市中央公民館　中ホール
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】 本庁市民生活課年金係 TEL 248-9414

≪ 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

８月25日(木)

９時30分～正午

市中央公民館 講座１

８月８日(月)
８月22日(月)

８月２日(火)
８月16日(火)

８月10日(水)
８月24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】

８月９日(火)
８月10日(水)
８月24日(水)
８月22日(月)

　　　【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

東市来総合福祉センター 相談室
市中央公民館 講座１

日吉老人福祉センター 相談室

≪ 商工観光課から ≫
【県立宮之城高等技術専門校　平成29年度入校生募集について】

　住宅建築界や家具・建具・内装施工業界等への就職を目指す方々に、就職に必要な知識と技能を習得していただく
ことを目的とした職業能力開発施設です。木材を「刻み」「築き」「活かす」建築大工・家具職人を目指しませんか？
募集学科　室内造形科・建築工学科　募集期間　９月１日(木) ～ 29日(木)　選考日　10月７日(金)
選考場所　宮之城高等技術専門校
応募資格　高等学校を平成29年３月卒業見込みの者
選考方法　適性試験（筆記）および面接
【お問い合わせ先】 鹿児島県立宮之城高等技術専門校（薩摩郡さつま町船木881番地）
　　　　　　　　TEL 0996-53-0207　FAX 0996-53-0993
　　　　　　　　http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-do/rodo/kaihatu/miyanojo/

≪ 健康保険課から≫
【肝臓週間について】

　７月25日から31日は肝臓週間です。県内保健所では、
肝炎ウイルスの感染の有無を早期に確認していただくた
め、平日夜間および休日にＢ型・Ｃ型肝炎ウイルスの無
料検査を実施します（伊集院保健所においては次の日時
に実施）。なお、夜間検査は事前に予約が必要です。詳細
についてはお問い合わせください。
実施日時　伊集院保健所　７月25日(月)17時～ 19時
　　　　※予約の場合は当日16時までにご連絡ください
【お問い合わせ先】 伊集院保健所 TEL 273-2332

≪ 建設課から ≫
【道路ふれあい月間について】

　８月１日から31日までの１カ月間は「道路ふれあい月間」です。私たちの生活に欠かすことのできない道路の役
割や重要性を再認識し、道路の愛護活動や道路の正しい利用等について、国民の関心と理解を深めていただくこと
を目的とした全国的な運動です。この機会に、普段何気なく利用している道路の役割や重要性を再認識していただ
き、常に広く、美しく、安全に道路を利用するよう心がけましょう。道路上に張り出している樹木等については、
適切な管理を行い、通行に妨げにならないよう心がけましょう。
平成28年度 「道路ふれあい月間」 推進　最優秀賞標語

　【小学生の部】「友だちと　げんきいっぱい　歩こうよ」
　【中学生の部】「道きれい　そんな所は　人きれい」
　【一般の部】　  「ありがとう　生きる力を　くれる道」
【お問い合わせ先】 本庁建設課管理係 TEL 273-8871 および各支所産業建設課建設管理係

≪ 企画課から ≫
【日置市 「公の施設」 指定管理者の募集について】

　市では、次の施設を管理運営する指定管理者（社会福祉法人）を募集します。※従業員の雇用募集ではありません。
対象施設　特別養護老人ホーム青松園（１件）
募集期間　７月25日(月) ～９月２日(金)
募集要項等の配布場所　本庁企画課（７月25日から）　※市ホームページからもダウンロードできます。
公募 （現地） 説明会　８月22日(月)　説明会参加申込期限　８月８日(月)
※説明会に参加しない場合、申請することができません。時間等の詳細については、募集要項をご確認ください。
指定申請書の受付期間　８月22日(月) ～９月２日(金)
公募説明会申込および指定申請書提出先　本庁企画課
※その他詳細については、募集要項および業務仕様書等をご確認ください。
【お問い合わせ先】 本庁企画課行政経営戦略係 TEL 248-9403

≪ 福祉課から ≫
【障がい者の職業訓練生募集について】

　福岡障害者職業能力開発校（国立県営）では、平成２９年度の訓練生を募集しています。
募集人員　72人程度（男女不問）
　ＯＡビジネス科　10人程度　コンピュータ製図科　10人程度
　商業デザイン科　10人程度　プログラム設計科　　10人程度
　建築設計科　　　10人程度　流通ビジネス科　　　10人程度
　流通ビジネス科　音声パソコンコース（視覚障害者対象）　２人程度
　総合実務科（知的障害者対象）　10人程度
訓練期間　１年間（ただしプログラム設計科のみ２年間）
応募資格

 (1)　身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得されている方、取得可能な方
 (2)　精神障害者で統合失調症・そううつ病・てんかんのいずれかの診断を受けている方で主治医の意見書の写しを
　  提出できる方
 (3)　総合実務科は療育手帳等所持者
募集期間　８月１日(月)から９月30日(金)まで　
【お問い合わせ先】 福岡障害者職業能力開発校 TEL 093-741-5431　FAX 093-741-1340

≪ 総務課から ≫
【調停に関する無料相談会について】

日時　８月６日(土)　９時30分から15時まで
場所　かごしま市民福祉プラザ　５階　大会議室
　　（  鹿児島市山下町15番１号 ボランティアセンター）
相談員　裁判所の民事調停委員・家事調停委員
相談内容

　土地建物の売買・賃貸借、交通事故による損害賠償、
金銭の貸借、賃金・過払金請求、土地の境界、騒音等を
めぐる民事上の悩みごとや、婚姻、離婚、養育費、夫
婦・親子関係、扶養、遺産相続等に関する家族・親族間
のもめごとなどについての調停手続の利用に関して無料
で相談に応じます。相談者の秘密は固く守られます。な
お、申し込みおよび受付は、当日会場で行います。予約
制ではありません。
【お問い合わせ先】 鹿児島調定協会 TEL 222-7121
※お電話される場合は「調停に関する無料相談会」につ
いてとお伝えください。
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