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内　　　容
日吉町豊年相撲大会
第10回記念吹上秋祭り2016
スマイルハンサム教室
健康体操
健康体操
年金相談
健康体操
健康相談
元気なりもんそ教室
育児相談
わこなろ会（運動教室）
母子手帳交付

健康体操
健康体操
健康相談
健康体操
健康お楽しみクラブ
元気なりもんそ教室
農業委員会定例総会
日吉文化祭（展示）
日吉文化祭（舞台・展示）

時　　間
９：00 ～ 16：30
10：00 ～ 15：00
９：30 ～ 11：00
13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 15：00
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
９：30 ～ 11：00
10：00 ～   正午
受付13：20 ～ 13：30
交付　　　  ～ 15：00

13：30 ～ 15：00
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 11：30
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～   正午
９：00 ～ 16：00
９：00 ～ 15：00

場　　所
日吉運動公園相撲場
吹上浜公園陸上競技場
市中央公民館
市中央公民館
日吉保健センター
東市来支所４階
吹上保健センター
日吉保健センター
市中央公民館
市中央公民館
吹上保健センター
市中央公民館

市中央公民館
日吉保健センター
ゆすいん
吹上保健センター
B&G東市来海洋センター
日吉保健センター
東市来支所第４会議室
日吉老人福祉センター
日吉老人福祉センター
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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

日･曜日
16日(日)

17日(月)
18日(火)
19日(水)

20日(木)

21日(金)

22日(土)
23日(日)
24日(月)
25日(火)
26日(水)

27日(木)

28日(金)
29日(土)
30日(日)
31日(月)

≪ 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　10月７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

≪ 商工観光課から ≫
【ひおき「日帰りバスツアー」 わが町探訪 地域の伝統行事について】

　日置市内各支所経由で「モーモーどん祭り（伊集院町飯牟礼地域）」や「深固院祭り」、黒川農園や天昌寺跡などを
見学します。意外と知らないわが町を日置市観光ガイドの案内で探訪してみませんか。
日時　11月20日(日)　９時～ 17時　料金　１人3,000円（ガイド料、昼食代、バス代込み）　募集人数　22人
参加申込　10月５日(水)９時から受付開始。事前の申し込みが必要ですので申込窓口に直接申し込みください。
その他　(1) 天候等により内容を変更する場合があります。
　　    　(2) 交通状況により時間は前後する可能性があります。
　　　    (3) 散策やお祭りの見学で歩きますので、動きやすい服装と雨具をご準備ください。
申込窓口　(有)トラベル・ひまわり TEL 273-0123（鹿児島県知事登録第2-237号 一般社団法人全国旅行業協会正会員）
【お問い合わせ先】 日置市観光協会 TEL 248-7380

≪ 商工観光課から ≫
【安全・安心フェスタ2016in日置～みんながいっしょに暮らせる安心・安全なまちのために～】

　私たちの身の回りでは、振込め詐欺（うそ電話詐欺）、悪質商法などの被害が後を絶ちません。被害にあわないた
めには、相手の手口や対策をあらかじめ知り、準備をしておくことが大切です。今回、日置警察署では、毎日を安
全・安心に暮らせるために「安全・安心フェスタ2016」を開催します。県警音楽隊と日吉中生徒とのコラボ演奏や
「劇団きんごきんご」の防犯劇など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご来場ください。
日時　10月15日(土)13時～ 16時　場所　日吉中学校　体育館
実施内容　・式典
　　　　　・防犯、交通に関する講話（市消費生活センター、日置警察署交通課）
　　　　　・防犯劇「うそ電話詐欺防止」　劇団きんごきんご
　　　　　・県警音楽隊・日吉中合同演奏
　　　　　・その他　パトカー・白バイとの記念撮影など
【お問い合わせ先】 日置警察署 TEL 273-0110

≪ 吹上支所地域振興課から ≫
【第10回記念 吹上秋祭り2016の開催について】
　「薩摩剣士隼人」ショーをはじめ、住吉社中によるお座
敷芸、地元団体の舞踊やダンス、吹上青松太鼓、伊作太
鼓踊りやバイクパフォーマンスなど見どころ満載です。
会場内には白バイ＆パトカー試乗会、手作りおもちゃ工
作教室などのほか、取れたての新鮮な野菜や海産物、特
産品などの販売コーナーもあります。また、同時開催の
ＪＡ農業祭や、ふるさと交通安全フェアなど、子どもか
ら大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。ぜひ
ご来場いただき、秋の１日をお楽しみください。
日時　10月16日(日)10時～ 15時
会場　吹上浜公園陸上競技場（吹上町中原1353-５）
主催　吹上秋祭り実行委員会
【お問い合わせ先】

  吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

≪ 企画課から ≫
【社会生活基本調査について】

　総務省統計局（鹿児島県）では、社会生活基本調査を
実施します。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお
願いいたします。
調査の目的

　国民の生活時間の使い方やさまざまな活動状況を調べ、
社会や暮らしのための基礎資料を得るため
調査日　平成28年10月20日現在
　調査員が10月上旬から中旬にかけて調査票を配布しま
す。
回答方法

 (1)　調査票へ記入の上、調査員による回収
 (2)　パソコンを使って簡単にインターネット回答
【お問い合わせ先】

  県庁統計課人口労働統計係 TEL 286-2482

≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【妙音十二楽演奏会の開催について】

　南九州各地の僧侶が集まり、県指定無形文化財の妙音十二楽演奏会が開催されます。琵琶や笛などの楽器による、
古典音楽の流れをくむ芸能をお楽しみください。
日時　10月12日(水)13時から　場所　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



伊集院地域

10月２日　いじゅういん脳神経外科　TEL 246-5550
10月９日　野口クリニック　　　　　TEL 272-3211
　　　　　せきやま皮膚科　　　　　TEL 273-1000
10月10日　じんごあん整形　　　　　TEL 272-5151
東市来地域

10月２日　石神胃腸科内科医院　　　TEL 274-3110
10月９日　伊作田診療所　　　　　　TEL 274-8480
10月10日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
日吉･吹上地域

10月２日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
10月９日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
10月10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。

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　10月12日(水) 10時～ 15時
場所　伊作地区公民館会議室
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】 吹上支所市民課市民係 TEL 296-2113

≪ 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

10月12日(水)
10月26日(水) ９時30分～正午

市中央公民館 小会議室
　　　〃　　 講座３

10月13日(木)
10月27日(木)

10月４日(火)
10月18日(火)

10月24日(月)

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 相談室

９時30分～正午

【心配ごと相談の開催】

10月８日(土)
10月24日(月)
10月11日(火)
10月12日(水)
10月26日(水)
10月13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 小会議室
　　　〃　　 講座３
吹上支所２階会議室

≪ 商工観光課から≫
【国民宿舎吹上砂丘荘在り方検討委員会の開催について】

日時　10月３日(月)　９時30分～ 11時30分
場所　市中央公民館　３階　研修室２・３
内容　国民宿舎吹上砂丘荘の現状等について　など
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分前から傍聴手続きをします。
傍聴の際は、傍聴要領を順守してください。
【お問い合わせ先】

  本庁商工観光課商工観光係 TEL 248-9409

≪ 福祉課から ≫
【平成28年度手話通訳者全国統一試験について】

　鹿児島県身体障害者福祉協会では、手話通訳者として必要な知識および技能を審査するため、筆記および実技試
験の問題、採点基準等について社会福祉法人全国手話研修センターから提供を受け、手話通訳者全国統一試験を実
施します。
受験資格者　(1) 手話通訳者養成課程修了者
　　　　　　(2) 手話通訳者養成課程修了者と同等の知識および技能を有する者
試験日　12月３日(土)
試験会場　ハートピアかごしま（鹿児島市小野１丁目１番１号）
申込期限　10月７日(金)まで
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会　鹿児島県視聴覚障害者情報センター TEL 220-5896

≪ 農林水産課から ≫
【平成28年秋の農作業事故ゼロ運動について】

　県内では農作業中の事故が後を絶たず、平成27年には
９件の死亡事故が発生しました。また、今年に入ってか
らすでに10件の死亡事故が発生しています。このため、
農繁期の農作業事故の未然防止を目的として、９～ 10
月を「秋の農作業事故ゼロ運動」の実施期間と定めまし
た。平成27年の死亡事故については、トラクターによる
事故が４件と最も多いほか、動力運搬車、耕うん機、コ
ンバインの転落・転倒等が発生しています。また、80歳
以上の高齢者による事故が約半数を占めています。
　日常の見慣れた景色にこそ危険が潜んでいます。地域
で「農作業安全」の声を掛け合い、慣れによる不注意を
なくしましょう。「自分だけは大丈夫」、「いつもと同じ
作業だから大丈夫」と思わず、ゆとりをもって、無理の
ない農作業を心がけましょう。
【お問い合わせ先】 本庁農林水産課農政係 TEL 273-8870
　　　　　　　　 および各支所産業建設課農林水産係

≪ 中央図書館から ≫
【「一日司書さん体験」 募集について】

　一日司書さん体験の参加者を募集します。司書になっ
て、図書館のお仕事を体験してみませんか。
日時　10月30日(日)　午前の部　10時～ 12時
　　　　　　　　　    午後の部　14時～ 16時　
場所　市立中央図書館
募集人員　午前の部・午後の部　各４人
参加資格　小学４年生以上
内容　貸出、返却処理、展示物作り等
申込方法　10月21日(金)までに中央図書館へ電話かFAX
　　　　にてお申し込みください。
その他　申込多数の場合は６年生を優先します。
【お問い合わせ先】 市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886

≪ 吹上支所教育振興課から ≫
【卓球教室の開催について】

　卓球教室を次のとおり開催します。多くのご参加をお
待ちしています。
期日　10月14日(金)から11月４日(金)まで
　　　毎週金曜日（計４回）
時間　19時から20時30分まで
場所　吹上勤労者体育センター
対象者

　吹上地域内の方であれば、どなたでも参加できます。
　（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　10月11日(火)まで
その他　運動のできる服装・体育館シューズ・飲み物・
　　　タオル・ラケットのある方はご持参ください。
【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

≪ 教育総務課から ≫
【平成29年度市立幼稚園園児募集について】

　平成29年度市立幼稚園新入園児の募集を前に、各園において入園説明会を行います。
　説明会への申し込みは不要です。詳細については、各幼稚園にお問い合わせください。
日程および連絡先　東市来幼稚園　　　10月17日(月) TEL 274-6261
　　　　　　　　   飯牟礼幼稚園　　　10月19日(水) TEL 273-4126
　　　　　　　　   土橋幼稚園　　　　10月12日(水) TEL 273-9200
　　　　　　　　   日置小附属幼稚園　10月18日(火) TEL 292-3253
　※当日10時からは保育を自由に参観できます。説明会時間は11時～ 11時30分までです。
入園願書受付期間　11月１日(火) ～ 14日(月)
　※入園願書は各園および本庁教育委員会教育総務課、各支所教育振興課にあります。
　※願書提出の際は、各園へ必ずお子様同伴でお越しください。
　※私立幼稚園の募集時期については、各私立幼稚園にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 本庁教育総務課学務係 TEL 248-9426

≪ 介護保険課から ≫
【高齢者元気度アップ・ポイント事業について】

　高齢者の健康づくりやボランティア活動による社会参加活動を通じて介護予防を推進するため、高齢者元気度アッ
プ・ポイント事業を実施しています。
内容　介護予防教室等の参加やボランティア活動の実績に応じてポイントを加算し、そのポイントを地域商品券とし
　　て交換できる事業
対象者　市内在住の65歳以上（第１号被保険者）で、介護予防ボランティアとして登録申請し、研修会を受講した方
申請先　日置市地域包括支援センター、各支所市民課および日置市社会福祉協議会
介護予防ボランティア研修会日程　10月26日(水)14時～　場所　日吉老人福祉センター
申請締切　当日申請も受け付けます。　持参する物　筆記用具
その他　今年度、既に平成28年度用介護予防ボランティア手帳の交付を受けた方は、受講する必要はありません。
【お問い合わせ先】 地域包括支援センター TEL 248-9423　日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪ 商工観光課から ≫
【労働に関する無料相談会について】

　10月の「個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間」に合わせ、県では「労働に関する無料相談会」を開催しま
す。解雇や雇止めなど職場のトラブルで悩んでいませんか？個々の労働者と事業主との間に生じた労働に関するト
ラブルを県労働委員会委員が相談に応じます。労働者、事業主のどちらでも、お気軽にご相談ください（秘密厳守）。
場所および日程

【お問い合わせ先】 鹿児島県労働委員会事務局 TEL 286-3943

　　　　　　　　　　　　場所

川内文化ホール
（薩摩川内市若松町３-10）
鹿児島市勤労者交流センター
（鹿児島市中央町10 キャンセビル７階）
県庁15階労働委員会
（鹿児島市鴨池新町10-1）

　　　　　　　　　　　　　　　　日時

10月20日(木)　10時から16時まで（受付：15時30分まで）

10月23日(日)　10時から16時まで（受付：15時30分まで）

10月25日(火)　14時30分から17時まで（受付：16時30分まで）
　　　　　　　※定期相談会（毎週第４火曜日）
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