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スマイルハンサム教室
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母子手帳交付

わこなろ会（運動教室）

第48回日吉地域一周駅伝競走大会
日置市総合文化祭
農業委員会定例総会

健康体操
健康相談

時　　間
８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 15：00
９：30 ～ 11：00
10：00 ～ 15：00
10：00 ～　正午
９：00 ～ 11：45

９：30 ～ 11：00
13：30 ～ 15：00
９：00 ～（弓）
９：30 ～（柔・剣）
12：50 ～ 16：30
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
受付13：20 ～ 13：30
交付　　　  ～ 15：00
10：00 ～　正午

９：00 ～　正午
12：30 ～ 16：00
９：00 ～　正午

８：30 ～  ９：30
10：00 ～ 11：30

場　　所
日吉保健センター
市中央公民館
吹上保健センター
吹上中央公民館
吹上保健センター
東市来文化交流センター

市中央公民館
市中央公民館
吹上浜公園（柔道・弓道）
大汝牟遅神社境内（剣道）
伊集院文化会館
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
日吉保健センター
市中央公民館

吹上保健センター

日吉総合体育館
伊集院文化会館
東市来支所第４会議室

日吉保健センター
ゆすいん
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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(水)

17日(木)

18日(金)
19日(土)
20日(日)
21日(月)
22日(火)
23日(水)

24日(木)

25日(金)
26日(土)
27日(日)

28日(月)
29日(火)
30日(水)

≪ 総務課から ≫
【緊急地震速報の情報伝達訓練の実施について】

　「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」から送られてくる、地震による強い揺れを事前にお知らせするための地震動
の警報予報「緊急地震速報」について、確実に皆さまへお伝えするために、市では、次のとおり防災行政無線による
緊急情報伝達の訓練を行います。ご理解のほどよろしくお願いします。
実施日時　11月４日(金)10時ごろ　※当日の気象状況等により訓練放送を中止あるいは内容を変更する場合があります。
放送内容　防災行政無線チャイムが鳴った後、「緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。これは訓練
　　　　放送です」を３回繰り返し、防災行政無線チャイムが鳴ります。　※放送内容は変わる場合があります。
【お問い合わせ先】 本庁総務課防災係 TEL 248-9401 または各支所地域振興課総務係

≪ 東市来支所産業建設課から ≫
【第15回高山ふるさと秋まつりについて】

　今年も東市来地域高山地区の活性化や都市と農村との交流をテーマに、秋の農村を満喫できる体験型のイベントを
開催します。参加者全員で楽しめるイベントを企画していますので、皆さまのお越しをお待ちしています。
日時　11月27日(日)　場所　東市来地域高山地区（高山地区交流センター等）
内容　体験プログラム　※各コースの参加申込みは、電話、ＦＡＸにて受け付けます。

その他、高山地区交流センターでは、ステージショーや農産物等大抽選会、農林産物特産品販売、特製石釡ピザの実
演販売も行っています。
【申込先 ・ 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　FAX 274-4079

会場
郷戸橋
高山地区交流センター
棚田記念碑前
桑木野公民館
野下公民館

コース
渓流マス釣り大会
新米餅つき体験
棚田「田の神まつり」
こんにゃく手作り体験
「かずら工房」手づくり体験

募集
200人
30人
100人
30人
30人

≪ 税務課から ≫
【「税を考える週間」について】

　11月11日から17日までは「税を考える週間」です。「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりを持っている税
について、その意義（必要性）や役割（使途）を分かりやすく説明することにより、国民の皆さまの税に対する理解
をより深めていただくため設定しています。今年は、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテーマとした
特設ページを設け、国税庁の各種取り組みについてご紹介することとしています。伊集院税務署では「税を考える週
間」の広報活動の一環として、各学校から応募のあった税に関する作品（習字・作文・ポスター・標語）の一部を次
のとおり展示しています。ぜひご覧ください。
展示場所　ソレイユタウン伊集院　展示期間　11月10日(木)から23日(水)まで
【お問い合わせ先】 伊集院税務署 TEL 273-2541

≪ 選挙管理委員会から ≫
【平成29年度の「裁判員候補者」または「検察審査委員候補者」に選ばれた皆さんへ】

　「裁判員候補者」と「検察審査委員候補者」。それぞれの候補者は、選挙権を有する県民の中からくじで選定されま
す（ただし20歳未満を除く）。選定された候補者の方へは、11月中旬ころに「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」
または「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。
　国民が司法に参加する２つの制度です。ぜひ、ご協力ください。
【お問い合わせ先】（裁判員）鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係 TEL 222-7157
　　　　　　　　（検察審査員）鹿児島検察審査会事務局 TEL 808-3719

≪ 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次のとおり募集します。なお、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、家賃およ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か月分　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。
【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
２戸

木造２階建
23,000円
１ＤＫ

今田一般単身
３戸

木造２階建
25,000円
１ＤＫ

≪ 健康保健課から ≫
【自死遺族と語る会について】

　大切な人を自殺で亡くして、誰にも話せずつらい思いを
されていませんか。決してひとりではありません。遺族わ
かちあいの会や親を自殺で亡くした子どものサポート等に
関わり、全国で講演をしている高橋聡美さんを講師に招き
語る会を開催します。自死遺族に関わらず参加可能です。
日時　11月19日(土)13時30分から15時30分まで(予定）
場所　ふれあいかせだ（南さつま市加世田川畑2648）
対象者  どなたでも参加できます　参加費　無料　
【お問い合わせ先】

  本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421
  自死遺族と語る会主催（平神純子）TEL 090-4357-2459

≪ 福祉課から ≫
【平成29年度保育所新規入所申込みについて】
受付期間　11月17日(木)から12月16日(金)まで
　　　　　８時30分～ 17時（土・日・祝日は除く）
対象者

　市内に住所を有し、平成29年４月１日現在で０歳か
ら満５歳までの児童（ただし、現在入所中の児童で継
続入所を希望する児童は除く）。
申込用紙

　本庁福祉課または各支所市民課に準備してあります。
【お問い合わせ先】

  本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248-9416
  または各支所市民課福祉係



伊集院地域

11月３日　久保内科医院　　　　　　TEL 272-2527
　　　　　 うちやま眼科　　　　　　TEL 273-1616
11月６日　藤井内科小児科　　　　　TEL 273-1658
11月13日　康生クリニック　　　　　TEL 272-1177
東市来地域

11月３日　浅谷小児科医院　　　　　TEL 274-3088
11月６日　新山皮膚泌尿器科　　　　TEL 274-1775
11月13日　湯田内科病院　　　　　　TEL 274-1252
日吉･吹上地域

11月３日　外科馬場病院　　　　　　TEL 296-2611
11月６日　みゆきクリニック　　　　TEL 246-8707
11月13日　日置市診療所　　　　　　TEL 292-2146
　※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
版

≪ 市民生活課から ≫
【年金相談の開催について】

日時　11月16日(水) 10時から15時まで
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

≪ 介護保険課から≫
【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～】　

　この会は、ご家族を介護されている方や介護に関心の
ある方が集まって、情報交換や介護のコツなどを学びあ
う場です。今回は、三州病院臨床心理士の方を講師に迎
え「認知症の方への接し方」についての学習と交流会を
行います。お気軽にご参加ください。
　また、この会は、高齢者元気度アップポイント事業の
対象となりますので、介護予防ボランティア手帳をお持
ちの方は、ご持参ください。
日時　11月22日(火)13時30分から15時まで
場所　市中央公民館　
対象者　(1) ご家族を介護されている方
　　　　(2) 認知症や介護に関心のある方
内容　「認知症の方への接し方」についての学習および交流会
【お問い合わせ先】 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

11月９日(水)
11月24日(木) ９時30分～正午

市中央公民館 小会議室
　　　〃　　 講座１

11月10日(木)
11月24日(木)

11月１日(火)
11月15日(火)

11月14日(月)
11月28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】

11月８日(火)
11月９日(水)
11月10日(木)
11月12日(土)
11月28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 小会議室
吹上支所２階会議室
日吉老人福祉センター 相談室

≪ 教育総務課から ≫
【国（日本政策金融公庫）の教育ローンの案内について】

　日本政策金融公庫では、「家庭の経済的負担の軽減」などを目的に高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用
を対象とした教育ローンを以下のとおり行っています。
融資額　子ども１人あたり350万円以内
金利　年１.９％　固定金利（ひとり親家庭など場合には年１.５％（平成28年９月１日現在））
返済期間　15年以内（ひとり親家庭など場合には18年以内）
ローン対象　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
返済方法　毎月元利均等返済（毎月の返済額が定額となる返済方法です）
※詳しくはインターネットで「国の教育ローン」を検索ください。
【お問い合わせ先】 教育ローンコールセンター TEL 0570-008656（ナビダイヤル）または 03-5321-8656

≪ 農林水産課から≫
【鹿児島地域の農林水産物を丸ごと味わうフェア2016】　
　かごしまの食文化についての基調講演や、素材の良さ
を最大限に生かしたランチを用意しています。また、会
場では農産物加工品等の展示や販売も行います。
日時　11月28日(月)10時40分から14時まで
　　　（受付：９時40分から）
場所　城山観光ホテル　２階ロイヤルガーデン
参加料　１人３千円
　※事前申込のうえ参加料を所定の口座にお振込みくだ
　さい。その際の振込手数料が別途必要となります。
募集人員　18歳以上の県民95人（先着順）
【申込先 ・ お問い合わせ先】

  鹿児島地域振興局農政普及課 TEL 805-7371

≪ ふきあげ図書館から≫
【絵本作家サトシン氏講演会について】　

　ふきあげ図書館では開館10周年を記念して、絵本作家による講演会を開催します。
日時　11月27日(日)10時～ 11時30分　会場　ふきあげ図書館「おはなしのへや」　入場料　無料
講師　サトシン氏（絵本「うんこ！」や「とこやにいったライオン」など著作多数）
募集定員　100人（幼児・小学生とその保護者、読み聞かせボランティア等）
申込期間　11月６日(日)から19日(土)まで　※定員になり次第、受付を終了します。
【申込先 ・ お問い合わせ先】 ふきあげ図書館 TEL 245-1711

≪ 総務課から ≫
【平成28年度陸上自衛隊高等工科学校生徒募集案内および説明会の開催について】

応募資格

　平成29年４月１日現在、15歳以上17歳未満（平成12年４月２日から平成14年４月１日までの間に生まれた者）の
男子で、中学校卒業者または中等教育学校の前期課程修了者（平成29年３月に中学校卒業又は中等教育学校の前期
課程修了見込みの者を含む）。
受付期間　11月１日(火)から平成29年１月６日(金)まで　※締切日必着
試験期日　平成29年１月21日(土)
募集説明会日程

【お問い合わせ先】 自衛隊鹿児島募集案内所 TEL 251-7802　http://www.mod.go.jp/pco/kagoshima/

地域
東市来
伊集院
日吉
吹上

日時
11月19日(土)　10時から11時30分まで
11月19日(土)　15時30分から17時まで
11月19日(土)　13時から14時30分まで
11月19日(土)　10時から11時30分まで

場所
鶴丸地区公民館１階ホール
市中央公民館３階講座３
日吉中央公民館２階大会議室
吹上中央公民館２階研修室

≪ 総務課から≫
【伊集院高等学校 学校公開について】　

　伊集院高等学校では、開かれた学校づくりの一環とし
て、地域が育む「かごしまの教育」県民週間にあわせて
学校公開を実施します。
日時　11月１日(火)、２日(水)、４日(金)
受付　伊集院高等学校　事務室前ロビー
対象者　地域住民および保護者の方々
公開内容　２校時から６校時まで
　　　　  （９時55分から15時35分まで）
　　　　　全学級の教育活動ならびに施設
その他　駐車場が確保できないため、公共交通機関をご
　　　利用ください。
【お問い合わせ先】 伊集院高等学校 TEL 273-2195

≪ 総務課から ≫
【からいも交流・春ホストファミリー募集について】
　日本の大学で日本語、日本文化を学ぶ外国人留学生を
ホストファミリーとして受け入れてみませんか。
受入期間　平成29年３月12日(日)から26日(日)まで
申込締切　平成29年１月20日(金)
【お問い合わせ先】 NPO法人からいも交流
  南薩ブロック　担当：黒田　TEL 090-1166-5404

≪ 総務課から ≫
【長崎鼻灯台の特別公開について】

　来る11月１日(火)は、148周年灯台記念日です。
　串木野海上保安部は、灯台記念日関連行事として明治
30年４月８日の初点灯から119年、周辺海域を航行する
幾多の船舶の安全を守り続けてきた出水郡長島町所在の
長崎鼻灯台を特別公開します。
日時　11月３日(木)11時～ 15時
場所　出水郡長島町　長崎鼻灯台
実施内容

　・灯台内部の公開
　・全国の灯台写真パネル展示
　・灯台の機器等展示
　・海上保安庁マスコットキャラクター「うみまる」
　・こども限定じゃんけん大会
　・海上保安庁制服試着コーナー 　など
【お問い合わせ先】

  串木野海上保安部交通課 TEL 0996-32-2362

≪ 総務課から ≫
【宅地建物取引無料相談について】

日時　11月14日(月) 10時から15時まで
場所　市中央公民館　３階大会議室
相談内容

　・宅地や建物の取引に関すること
　・相続、贈与に関すること
　・税金に関すること
　・登記に関すること　など
相談員

　弁護士、税理士、土地家屋調査士、司法書士
【お問い合わせ先】

  鹿児島県土木部建設課管理係 担当：榮　TEL 286-3707
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