
≪ 商工観光課から ≫
ＮＨＫＢＳプレミアム『にっぽん縦断こころ旅2016“秋の旅”』

【あなただけの「こころの風景」エピソード大募集について】
　「にっぽん縦断こころ旅」は、皆さまの心にある身近な「何げない
風景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「みんなに伝えたい風景」
などさまざまなエピソードのお便りをもとに、旅人、火野正平さんが
にっぽんを縦断、こころの風景を訪ねる番組です。
　思い出の風景が取り上げられるチャンスです。皆さまのこころの風
景とエピソードを番組までお送りください。
お手紙の募集期限　10月31日(月)必着
鹿児島県の放送予定　12月５日(月) ～９日(金)、12日(月) ～ 16日(金)
【番組 ・応募に関するお問い合わせ先】

  ＮＨＫふれあいセンター 
  TEL 0570-066-066（ナビダイヤル）
  番組ＨＰ http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
【記事に関するお問い合わせ先】

  本庁商工観光課 TEL 248-9409　　　　　　　　　[写真提供：ＮＨＫ]
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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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≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【伊作太鼓踊の奉納について】

　鹿児島県無形民俗文化財の伊作太鼓踊が奉納されます。今年は中之里保存会が南方
神社で奉納、その後は吹上地域内の各所で翌日まで披露されます。ぜひご覧ください。
日時　８月28日(日)９時30分から（予定）
場所　南方神社（吹上町湯之浦）
【お問い合わせ先】

  吹上支所教育振興課社会教育係 TEL 296-2124

≪ 企画課から ≫
【就活応援！ひおきで働こう合同企業面談会の開催について】

　地元企業21社が集まる合同企業面談会です。関心のある方はぜひ参加してください。
日時　９月17日(土)　13時から15時30分まで　場所　市中央公民館　中ホール
参加対象　日置市で働きたい方、ＵＩＪターンで働き場所を探している方
　　　　　平成29年３月卒業予定の大学、短大、専修生　など
参加企業　日置市内の協力企業21社　内容　各企業ブースでの説明
【お問い合わせ先】 本庁企画課企画開発係 TEL 248-9403

≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【ゆ～ぷる祭りの開催について】

　今年のテーマは「みんなが主役！元気な風を吹きあ
げよう!!」。観て楽しい、参加して楽しいお祭りです。
あのじゃんけんマンもやって来ます！皆さまのお越し
をお待ちしています。
日時　８月27日(土)　16時から
会場　吹上浜公園体育館前中央広場
内容　ステージ発表や抽選会、屋台
【お問い合わせ先】

  健康交流館ゆ～ぷる吹上  TEL 296-6022

≪ 東市来支所地域振興課から ≫
【こけけ旗争奪第17回南九州小学生選抜ソフトボール選手権大会について】

　南九州各地区の予選を勝ち抜いた24チームが優勝旗「こけけ旗」の栄冠を目指す熱い戦いが東市来総合運動公園で
繰り広げられます。ひたむきに１つのボールを追いかける姿、夏の暑さを吹き飛ばすような熱戦を繰り広げる小学生
たちに皆さまの温かいご声援をお願いします。
開催日　８月28日(日)　競技開始　８時40分～
場所　東市来総合運動公園
【お問い合わせ先】 日置市観光協会 TEL 248-7380

≪ 商工観光課から ≫

≪ 商工観光課から ≫
【妙円寺詣りロゴ入りポロシャツ発売中！】

　今年も鹿児島三大行事の一つ『妙円寺詣り』が10月22日、23日に開催されます。毎年多くの市内外の方々にお越
しいただいています。
　もっと多くの方々にＰＲしたいという思いから、妙円寺詣りフェスタ実行委員会では “妙円寺詣り≪敵中突破≫ロ
ゴ入りポロシャツ” を今年も販売することになりました。
　『敵中突破』の文字とデザインをバックプリントに黒・エンジ・紺（ポケットあり、ポケットなしの２種類）の３
色のポロシャツを準備して販売しています。
　ぜひこの機会にお買い求めいただき “妙円寺詣り” をみんなで一緒に盛り上げましょう。
販売価格　１着2,200円
【販売先】 日置市観光協会（伊集院町徳重285-12）TEL 248-7380　FAX 248-7383
【お問い合わせ先】 本庁商工観光課 TEL 248-9409

≪ 福祉課から ≫
【高齢者向け（年金生活者等支援）

臨時福祉給付金について】
　平成27年度臨時福祉給付金の対象者（平
成27年度分の市民税が課税されていない方
など）のうち、平成28年度中に65歳以上と
なる方の該当となる方に申請書を送付して
います。
　お手元に申請書をお持ちの方は、受付期
限がありますので、必要事項をご記入の上、
早めに手続きを済ませてください。
給付額　支給対象者１人につき３万円
　　　　（１回のみ支給）
受付期限　８月22日(月)まで※当日消印有効
【お問い合わせ先】

  本庁福祉課福祉政策係TEL248-9416



伊集院地域

８月21日　久保内科医院　　　　　　TEL 272-2527
８月28日　野口クリニック　　　　　TEL 272-3211
　　　　　せきやま皮膚科　　　　　TEL 273-1000
東市来地域

８月21日　博悠会温泉病院　　　　　TEL 274-2238
８月28日　樋口クリニック　　　　　TEL 274-9388
日吉･吹上地域

８月21日　吹上クリニック　　　　　TEL 296-2711
８月28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。

今回の休日当番医お知らせ
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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

≪ 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　10月６日(木)  13時～ 16時
場所　本庁 ３階 第３委員会室
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
吹上支所 ２階 第１会議室

８月23日(火)
13時～ 16時

市中央公民館 ３階 研修１
９月27日(火)

≪ 健康保険課・福祉課から ≫
 【こころの健康相談の開催について】

　こころの健康について、医師による相談会を開催しま
す。対象は、うつ病や気分障がいなどのこころの健康で
お悩みのご本人やご家族の方です。相談会は予約制で行
いますので、相談会の前日までにお申し込みください。
　※相談内容および個人情報については、堅く守られ
　　ます。原則、保健師が同席します。
日時　９月14日(水)10時～正午、14時～ 16時
場所　吹上中央公民館(午前)、市中央公民館(午後)
相談時間　１人当たり１時間
【お問い合わせ先】 本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416
　　　　　 本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421

≪ 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　９月14日(水)　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　講話　「精神障害と家族の関わり」
　　　　　　講師：みなと病院　精神保健福祉士
　　　家族同士の意見交換会
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

≪ 福祉課から≫
【おもちゃ病院のご案内】

　ひおきおもちゃ病院では、物の大切さとリサイクルの
習慣を広める活動として、毎月第２日曜日に無償（材料
代は実費）で、おもちゃの修理を行っています。
　９月は日吉地域で開催します。ぜひご来場ください。
日時　９月４日(日)　10時から正午まで
場所　日吉老人福祉センター
内容　壊れたおもちゃの修理再生
【お問い合わせ先】 日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【市営一般住宅入居者の募集について】

　市営一般住宅の入居希望者を募集します。なお、今回の募集の対象者は次の募集要件を満たす世帯とします。
募集要件　(1) 就労され収入のある世帯で、家賃及び敷金を支払うことができる方
　　　　　(2) 市税および公的使用料等を滞納していない方
募集戸数等

敷金　家賃の３カ月分　申込期間　定数に達するまで
受付時間　８時30分から17時15分まで（土・日祝祭日は除く）
申込書　吹上支所産業建設課建設管理係に準備してあります。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114

住宅名
募集戸数
建物構造
家賃
間取り

永吉一般住宅

５戸
鉄筋２階建
25,000円
２ＤＫ

中原一般単身住宅

２戸
木造２階建
23,000円
１ＤＫ

今田一般単身住宅

３戸
木造２階建
25,000円
１ＤＫ

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【市道等管理作業員の募集について】

職種　道路作業員　募集人員　１人
応募資格　日置市在住の65歳未満
　　　　　普通自動車運転免許を取得している方
勤務先　吹上支所（吹上地域）
勤務形態　月～金曜日（月20日以内）
　　　　　８時30分から17時まで（うち7.5時間）
勤務条件　社会保険・雇用保険・労災保険あり
賃金形態　時間額870円
雇用期間　９月１日から平成29年３月まで
提出書類　履歴書１部（写真添付）
申込期日　８月24日(水)まで
その他　選考のため面接をいたします。
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  吹上支所産業建設課建設管理係 TEL 296-2114

≪ 吹上支所産業建設課から ≫
【日置市農産物直売所ひまわり館従業員の募集について】
職種　店員（販売・接客）　募集人員　２人
応募資格　普通自動車運転免許保持者
雇用期間　９月１日から（１年更新）
勤務日数　月14日以内（１日8時間程度）
賃金形態　時間額700円　勤務条件　雇用保険あり
勤務先　日置市吹上町中之里2939番地1
選考方法　書類審査・面接
提出書類　履歴書１部（写真貼付）
提出期限　８月20日(土)まで
【提出先 ・ お問い合わせ先】

  ひまわり館管理組合 担当：山之口 TEL 296-2519
≪ 吹上支所教育振興課から ≫

【吹上支所臨時学校司書の募集について】
職種　学校司書　募集人員　１人
応募資格　市内在住で普通自動車運転免許保持者
　　　　　司書補資格のある方が望ましい
勤務地　花田小学校
勤務日数　月14日以内　勤務条件　雇用保険あり
勤務期間　10月３日～平成29年３月31日
　　　　　（変更の可能性あり）
勤務時間　８時～ 17時のうち7.5時間
賃金形態　司書資格あり　時給770円
　　　　　司書資格なし　時給700円
選考方法　書類審査・面接
応募方法　提出書類　履歴書（市指定様式）
提出期限　８月31日(水)17時まで
【提出先 ・ お問い合わせ先】

  吹上支所教育振興課教育総務係 TEL 296-2124

≪ 福祉課から ≫
【平成29年度鹿児島障害者職業能力開発校入校生募集について】

　鹿児島障害者職業能力開発校では、障がいのある方々に対して職業人としての自立を支援するため、各種の職業訓
練を実施しています。平成29年度入校生の募集については次のとおりです。
募集期間　Ａ日程　８月１日(月)から９月５日(月)まで
　　　　　Ｂ日程　９月26日(月)から10月31日(月)まで
　　　　　Ｃ日程　11月７日(月)から12月２日(金)まで
　　　　　Ｄ日程　12月19日(月)から平成29年１月19日(木)まで
　　　　　Ｅ日程　平成29年２月６日(月)から平成29年３月３日(金)まで
訓練科目　情報電子科、デザイン製版科、建築設計科、義肢福祉用具科、ＯＡ事務科、アパレル科、造形実務科
応募資格　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者
　　　　　※手帳のない方はご相談ください。また、平成29年３月卒業予定の方も応募可能です。
入校料 ・授業料　無料
【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

≪ 福祉課から ≫
【平成28年度南薩養護学校体験学習の案内について】
　県立南薩養護学校では、特別な教育的支援を必要とす
る児童とその保護者ならびに教育・療育関係者を対象
に、授業参観・体験学習、教育相談を行い、教育内容・
方法、施設・設備について理解していただくための「体
験学習」を実施します。
日時　９月13日(火)９時10分から11時30分まで
　　※教育相談、給食指導参観希望者等は12時30分まで
対象　平成29年度に本校小・中学部への就学及び転校、
　　高等部への入学を検討している幼児・児童・生徒お
　　よびその保護者等
参加申込締切　８月19日(金)
※なお、この体験学習は就学や進学を前提としたり、勧
めたりするものではありませんので、お気軽にご参加く
ださい。また、学校参観や教育相談の申し込みを随時受
け付けています
【お問い合わせ先】 県立南薩養護学校　教頭：前園
  TEL 0993-77-0100　FAX 0993-77-0552

≪ 商工観光課から ≫
 【労働なんでも相談会について】

　働く際に知っておきたい制度、職場でのトラブル・お
悩み、職場の人間関係やメンタルヘルスに関する相談な
ど何でもお受けします。社会保険労務士等の労働相談員
が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
相談内容具体例

　・有給休暇を取得したい　・残業代が支払われない
　・職場を解雇された　・職場でけがをした
　・就業規則を作成したい　・労働保険にはいつ加入？
　・ハラスメント、メンタルヘルス対策
相談日　８月30日(火)
時間　11時から正午まで、13時から15時30分まで
場所　市中央公民館２階　小会議室
その他　相談は無料。秘密は厳守されます。
【お問い合わせ先】

  県雇用労政課 TEL 286-3017　FAX 286-5582
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