
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ 1 月 ）  

日・曜日 内    容 場 所 時 間 

１日(日) 
初日とともに走ろう・歩こう 
 
ニューイヤージョギング 2017 

伊集院総合運動公園陸上競技場 
 
日吉運動公園グラウンド 

７：００～      
（受付：６：４０～） 
７：００～ ７：３０ 

２日(月)    

３日(火) 
平成 29 年日置市成人式 
 

伊集院文化会館 
 

１１：００～１２：３０ 
（受付１０：３０～） 

４日(水)    

５日(木) 
健康体操 
元気なりもんそ教室 

吹上保健センター 
市中央公民館 

９：３０～１１：００ 
１０：００～１１：３０ 

６日(金)    

７日(土)    

８日(日) 
平成 29 年日置市消防出初式 
 
ひおきおもちゃ病院 

式典   伊集院高等学校 
パレード 伊集院総合体育館 
市中央公民館 

９：００～      
９：４０～      

１３：００～１５：００ 

９日(月)    

10 日(火) 
健康相談 
健康体操 

吹上保健センター 
市中央公民館 

９：３０～１１：３０ 
１３：３０～１５：００ 

11 日(水) 

健康体操 
育児相談 
健康相談 
年金相談 
母子手帳交付 
 

日吉保健センター 
市中央公民館 
市中央公民館 
伊作地区公民館 
市中央公民館 
 

８：３０～ ９：３０ 
９：３０～１１：００ 
９：３０～１１：３０ 

１０：００～１５：００ 
受付１３：２０～１３：３０ 

～１５：００ 

12 日(木) 
健康体操 
育児相談 
特設人権相談 

吹上保健センター 
日吉保健センター 
鶴丸地区公民館 

９：３０～１１：００ 
９：３０～１１：３０ 

１０：００～１５：００ 

13 日(金) 
健康相談 
わこなろ会（運動教室） 

東市来保健センター 
吹上保健センター 

９：３０～１１：３０ 
１０：００～ 正午   

14 日(土)    

15 日(日)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ひおき 
平成２８年１２月８日発行 

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２７８ 号 

※市役所各係の電話番号は全て直通になっています。お掛け間違いのないようお気を付け下さい。 

【平成平成平成平成29292929年日置市成人式の開催について年日置市成人式の開催について年日置市成人式の開催について年日置市成人式の開催について】 
新年の喜びとともに、新成人となられる皆さまの前途を祝福し、市では次のとおり成人式を開催します。 

日時日時日時日時 平成 29年１月３日（火） 受付：10時 30分から 開式：11時から 

場所場所場所場所 日置市伊集院文化会館 

対象者対象者対象者対象者 平成８年(1996年)４月２日から平成９年(1997年)４月１日までに生まれた方。    

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

 伊集院地域 教育委員会社会教育課 担当：加藤  TEL 248-9432 

 東市来地域 東市来支所教育振興課 担当：片平  TEL 274-2115 

 日吉地域  日吉支所教育振興課  担当：堀之内 TEL 292-2115 

 吹上地域  吹上支所教育振興課  担当：揚野  TEL 296-2115 

≪≪≪≪    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課からからからから    ≫≫≫≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災行政無線(屋外マスト)の異常について】 
市では、定時のチャイム放送や火災・災害などの緊

急時放送を、公民館敷地等に設置している防災行政無

線の屋外スピーカーからも行っています。 

 スピーカーからチャイムが鳴らないなどの異常に気

付いた場合は、ご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 

本庁総務課総務係 TEL248-9401 

または各支所地域振興課総務係 

【観光ガイド養成講座受講生募集について】 
日置市観光ガイド協会では、観光客の方に市内の観光地や史跡等を案内していただく観光ガイドを募集していま

す。日置市内の素晴らしい歴史や景観地を知って、お友達や観光客の方に日置市について伝えてみませんか？ 

募集対象者募集対象者募集対象者募集対象者 日置市の観光地や歴史などに興味があり、積極的に活動できる方 

活動内容活動内容活動内容活動内容 観光地やバスツアーでの案内やスタッフ業務 

研修内容研修内容研修内容研修内容    

日時日時日時日時    集合場所集合場所集合場所集合場所    内容内容内容内容    

１月11日(水)９時～正午 日置市観光案内所 

（ＪＲ伊集院駅南口前） 

・開講式 

・伊集院駅周辺散策 

１月18日(水)９時～正午 日吉運動公園 

（体育館前駐車場） 

・幻の宰相「小松帯刀」とは？ 

１月24日(火)９時～正午 吹上中央公民館 

（吹上歴史民俗資料館前） 

・戦国島津氏と西郷隆盛ゆかりの温泉 

１月27日(金)９時～正午 美山陶遊館 

（東市来町美山） 

・薩摩焼の里「美山」散策 

・閉講式 

※日程や内容は変更になる場合があります。 

申込方法申込方法申込方法申込方法 日置市観光協会へ電話もしくはＦＡＸでお申し込みください。 

     ＦＡＸで申し込む際は、名前・性別・年齢・電話番号・住所を記入ください。 

申込締切申込締切申込締切申込締切 12 月 27 日(火)17 時まで 

【【【【申込先申込先申込先申込先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】日置市観光協会 TEL 248-7380 FAX 248-7383    

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課からからからから    ≫≫≫≫ 

【国民健康保険および後期高齢者医療被保険者の「人間ドック・脳ドック」受診申し込みについて】 
今年度の国民健康保険および後期高齢者医療被保険者の「人間ドック・脳ドック」受診申込みを、平成 28 年 12 月

22 日で締め切りますので、受診を希望される方はお申し込みください。 

対象者対象者対象者対象者 受診日において 30 歳以上の日置市国民健康保険被保険者または後期高齢者医療被保険者で、今年度特定健

診を受診されない方 

申込締切申込締切申込締切申込締切 12 月 22 日(木)まで ※定員になり次第申込みを締め切ります。 

【【【【申込先申込先申込先申込先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

本庁健康保険課国民健康保険係 TEL 248-9421 東市来支所市民課国保後期高齢者係 TEL 274-2113 

日吉支所市民課国保後期高齢者係 TEL 292-2113 吹上支所市民課国保後期高齢者係 TEL 296-2113 

≪≪≪≪    健康保険健康保険健康保険健康保険課課課課からからからから    ≫≫≫≫ 

【日置市美味いものChampionship2017開催！】 
今回で６回目となる日置市の「食」のイベント「日置市美味いもの Championship2017」を開催します。日置市や

県内産の食材を生かしたグルメ料理をおいしく食べて、日置市の「美味いもの」Ｎo.1 を投票で決めましょう！！ 

また、会場内では、フリーマーケット、ダンスコンテストなども同時開催しますので、ぜひ会場へお越しください。 

日時日時日時日時 平成 29 年１月 29日(日) 10 時から 16 時まで（料理販売および投票は 15 時まで） 

場所場所場所場所 チェスト小鶴ドーム（日置市伊集院総合運動公園内） 

チケットチケットチケットチケット販売販売販売販売    

(1)事前販売  

ア 販売期間 平成 29年１月４日(水)から 20 日(金)まで 

イ 販売場所 本庁商工観光課および各支所地域振興課、日置市商工会および各支所、日置市観光協会 

(2)イベント当日 ９時 30 分から会場内で販売 

チケットチケットチケットチケット内容内容内容内容 お食事券２枚に投票用紙１枚付きで 1,000 円 

そのそのそのその他他他他 詳しくは、後日発行のグルメ料理などを紹介するチラシをご覧ください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】本庁商工観光課商工観光係 TEL 248-9409 

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課からからからから    ≫≫≫≫ 



 

 

 【【【【伊集院地域伊集院地域伊集院地域伊集院地域】】】】 【【【【東市来地域東市来地域東市来地域東市来地域】】】】 【【【【日吉日吉日吉日吉・・・・吹上地域吹上地域吹上地域吹上地域】】】】 

12121212月月月月 18181818日日日日    いじゅういん脳神経外科 

TEL 246-5550 

樋口クリニック  TEL 274-9388 外科馬場病院   TEL 296-2611 

12121212月月月月 23232323日日日日    橋本耳鼻咽喉科  TEL 273-1811 

たもつクリニック TEL 246-5850 

伊作田診療所   TEL 274-8480 しいの内科クリニック 

TEL 299-3111 

12121212月月月月 25252525日日日日    黒岩内科     TEL 272-2330 

黒岩眼科     TEL 272-2332 

石神胃腸科内科医院 

TEL 274-3110 

日置市診療所   TEL 292-2146 

12121212月月月月 30303030日日日日    じんごあん整形  TEL 272-5151 浅谷小児科医院  TEL 274-3088 外科馬場病院   TEL 296-2611 

12121212月月月月 31313131日日日日    はやしだ整形外科 TEL 272-2121 新山皮膚泌尿器科 TEL 274-1775 外科馬場病院   TEL 296-2611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ休日当番医のお知らせ 

※診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。 

【臨時福祉給付金（28年度分）および 
年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）について】 

２つの臨時福祉給付金の対象と思われる方に申請書を９月下旬に送付しています。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。 

支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者    

・臨時福祉給付金対象者 

(1)基準日（平成28年１月１日）に日置市にお住まいの方 

(2)平成28年度分の市民税が課税されていない方 

(3)平成28年度分の市民税が課税されている方の扶養親族等になっていない方 

・年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け）対象者 

(1)臨時福祉給付金対象者である方 

(2)平成28年５月分障害・遺族基礎年金受給者の方 

(3)高齢者向け給付金（３万円）を受給されていない方 

給付額給付額給付額給付額（１回のみの給付となります。） 

・臨時福祉給付金対象者 支給対象者１人につき ３千円 

・年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け）対象者 

支給対象者１人につき ３万円（対象者は臨時福祉給付金（３千円）が加算となります。） 

申請書受付期限申請書受付期限申請書受付期限申請書受付期限 平成29年２月22日(水)まで 

※原則として、受付期間を過ぎると申請は受け付けられませんのでご注意ください。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】本庁福祉課福祉政策係 TEL 248-9460 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【しごと発見！高校生のための合同企業セミナーの開催について】 
高校２年生を対象とした地元企業合同のセミナーを開催します。興味のある方はぜひご参加ください。 

日時日時日時日時 平成 29 年２月 24日(金) 13 時 30 分から 16 時まで 場所場所場所場所 日置市伊集院総合体育館 

参加者参加者参加者参加者 日置市内に在住または通学する高校２年生 

日置市内の協力企業（事前申し込み受付中） 

内容内容内容内容 各企業ブースでの説明、講師による高校生向けセミナー 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】本庁企画課企画開発係 TEL 248-9403 

≪≪≪≪    企画課企画課企画課企画課からからからから    ≫≫≫≫ 

【給食調理臨時職員の募集について】 
募集人員募集人員募集人員募集人員 若干名 応募資格応募資格応募資格応募資格 日置市在住の方 勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 ８時 30 分から 17時のうち 7.5 時間（半日勤務あり） 

勤務日数勤務日数勤務日数勤務日数 月 14 日以内 勤務条件勤務条件勤務条件勤務条件 労働保険（雇用・労災）有 賃金形態賃金形態賃金形態賃金形態 時間額 810 円 

応募方法応募方法応募方法応募方法 履歴書１部提出（写真貼付） 

※履歴書は本庁教育総務課、東市来支所教育振興課および東市来学校給食センターに準備してあります。 

選考方法選考方法選考方法選考方法 書類審査および面接 提出期限提出期限提出期限提出期限 平成 29 年１月 12 日(木)17 時まで 

【【【【提出先提出先提出先提出先・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】東市来学校給食センター TEL 274-0074 

≪≪≪≪    東市来支所教育振興課東市来支所教育振興課東市来支所教育振興課東市来支所教育振興課からからからから    ≫≫≫≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【行政書士による無料相談会の開催】 
日日日日時時時時    場場場場所所所所    

12 月 27 日(火) 13 時～16時 市中央公民館 小会議室 

1 月 24 日(火) 13 時～16時 吹上支所２階 第１会議室 

相談従事者相談従事者相談従事者相談従事者 鹿児島県行政書士会日置支部会員 

相談内容相談内容相談内容相談内容 相続、後見、公正証書、離婚、その他生活相談 

予約先予約先予約先予約先 種子島行政書士事務所 TEL272-2405 

※事前予約の方を優先します。 

※相談時間は１人当たり30分 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

髙柿俊美行政書士事務所 TEL 080-6476-3924 

≪≪≪≪    総務総務総務総務課課課課からからからから    ≫≫≫≫ 

【司法書士による登記･法律相談所(無料)開設】 
日時日時日時日時 ２月２日(木) 13時から16時まで 

場所場所場所場所 市中央公民館 ２階 小会議室 

相談従事者相談従事者相談従事者相談従事者 鹿児島県司法書士会鹿児島支部会員 

相談内容相談内容相談内容相談内容 不動産登記全般(権利関係)、民事一般、 

後見、多重債務 

予約先予約先予約先予約先 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 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335 

【年金相談について】 
日時日時日時日時 平成29年１月11日(水)10時から15時まで 

場所場所場所場所 伊作地区公民館 会議室 

内容内容内容内容 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。 

相談の際は、事前に予約のあった方を優先しま

すので、事前予約をお願いします。 

なお、本人確認のために公的機関発行の顔写真

付き証明と年金手帳などの関係書類をご持参くだ

さい。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

吹上支所市民課市民係 TEL 296-2113 

≪≪≪≪    市民生活市民生活市民生活市民生活課課課課からからからから    ≫≫≫≫ 

【シルバー人材センター会員募集について】 
シルバー人材センターでは、会員を募集しています。「退職後も働きたい」、「日々の暮らしにメリハリをつけたい」、

「新たな生きがいを見つけたい」方など、センターに入会して働いてみませんか。 

入会については次の日程で説明会を行いますので、興味のある方はぜひご参加ください。 

※シルバー人材センターは、地域の高齢者が長年培った知識・経験・技能を生かして就業することで、社会参加に

よる生きがいづくり、地域の活性化に寄与することを目的として設立された団体です。 

開催日開催日開催日開催日 １月 10 日(火) 場所 日置市シルバー人材センター 時間時間時間時間 10 時から 11 時まで 

２月 ７日(火) 場所 ゆすいん 

３月 ７日(火) 場所 ゆすいん 

入会資格入会資格入会資格入会資格 日置市内在住で 60歳以上の方 就業先就業先就業先就業先 日置市内 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】公益社団法人日置市シルバー人材センター TEL 273-6039 

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課からからからから    ≫≫≫≫ 

【65歳以上の方への雇用保険の適用拡大について】 
これまで、採用時に 65歳以上の方は雇用保険の取得（加入）はできませんでしたが、平成 29年 1月 1 日以降は、

採用時に 65 歳以上の方でも雇用保険の取得（加入）ができるようになります。 

平成 28 年 12 月までに雇用保険の適用条件（※）にあてはまる採用時 65 歳以上の方を雇い入れされている事業主

の方も、平成 29 年３月 31 日までに所管のハローワークに届出が必要になります（平成 29 年１月１日付けで雇用保

険の取得（加入）の取扱いとなります）。 

不明な点がありましたら、次までお問い合わせください。 

（※）１週間の所定労働時間が 20時間以上で、かつ 31日以上の雇用見込みがあること。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】伊集院公共職業安定所適用係 TEL 273-3161 

≪≪≪≪    商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課からからからから    ≫≫≫≫ 

【『英雄たちの選択』の放送について】 
歴史上の英雄の決断を取り上げた番組『英雄たちの

選択』で、薩摩藩家老の小松帯刀が登場します。小松

は明治維新を進めた重要人物で、日吉地域吉利地区の

領主でした。吉利地区に墓があり、ゆかりの文化財も

多く残っています。日置市で撮影されたシーンがあり

ますので、ぜひご覧ください。 

放送予定放送予定放送予定放送予定 12月22日(木) 20時から21時 

※詳しくは「NHK BSプレミアム 英雄たちの選択」のホ

ームページをご覧になるか、次までお問い合せくださ

い。 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

日置市吹上中央公民館 TEL 296－2124 

≪≪≪≪    吹上支所教育振興課吹上支所教育振興課吹上支所教育振興課吹上支所教育振興課からからからから    ≫≫≫≫ 


