
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ ４ 月 ）  
日・曜日 内    容 場 所 時 間 

1 日(土)    

２日(日)    

３日(月)    

４日(火) 健康体操 市中 公  １３：３ １５：  

５日(水)    

６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 公  

９：３ １１：  
１ ： １１：３  

７日( )    

８日(土)    

９日(日) 湯之元馬頭観音馬踊り 
ひおきおもちゃ病院開院 

東市来町湯之元 
市中 公  

９： １７：  
１３： １５：  

10 日(月) 健康相談 吹上保健センター ９：３ １１：３  

11 日(火) 健康体操 市中 公  １３：３ １５：  

12 日(水) 健康相談 市中 公  ９：３ １１：３  

13 日(木) 
健康体操 
健康相談 
健康お楽しみクラブ（転倒予防教室） 
元気なりもんそ教室 

吹上保健センター 
日吉保健センター 
B&G東市来海洋センター 
日吉保健センター 

９：３ １１：  
９：３ １１：３  
９：３ １１：３  

１ ： １１：３  

14 日( ) わこなろ会（運動教室） 吹上保健センター １ ： １２：  

15 日(土)    

  

広報ひおき 
平成２９ ３月９日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８４ 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ください。 

【韓国南原
な も ん

市ＰＲ大使派遣事業 参加者募集】 
市では友好都市である韓国南原市で開催される「春香祭」に参加し、日置市ブースにて日置市のＰＲ活動を い

ながら、南原市の を体験する事業の参加者を募集します。 
日程 ５月３日(水)から６日(土)まで ３泊４日 
訪問地 大韓 国 南原市 
対象者 18歳以上（ 校 を除く）の日置市 で、派遣後も国 交 活動に 的に参加できる方。 

(これまでに市の企画した国 交 事業に参加したことの い方を優先します) 
募集定員 15人（定員を えた は募集を め ります） ※参加者が10人以下の場合は事業を中止します。 
参加費用 １人 55,000円程 を予定（自 拆担額） ※宿泊の部屋は２人１室 用となります。 
募集期間 ３月13日(月)から24日( )まで 
申込方法 次の申込先に電話にてお申込みください。（平日の午前８時30分から午後５時15分まで） 
その他 最終的な人数が確定した後、市から関係書類を送付します。また、４月中旬に派遣事業に関する勉強会を

実施します。詳細については、班回覧の募集チラシや市ホームページをご覧いただくか、次にまでお問い合
わせください。 

【申込先・お問い合わせ先】東市来支所地域振興課自治振興係 TEL 274-2112 

≪≪≪≪東市来支所地域振興東市来支所地域振興東市来支所地域振興東市来支所地域振興課課課課から≫から≫から≫から≫ 

  

【危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間について】 
３月11日から４月10日までは「危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間」です。危険ドラッグを乱用する

と、おう やけいれん、勪 消拽などが招き、死 に ることもあります。また、 神へ を し、自分の勪
志で乱用をやめることができなくなる可能性もあります。危険ドラッグは大変危険な薬物なので、好奇心などから
安 に手を したら にいけません。 

、学校、地域などそれ れの 場で危険ドラッグ等の薬物乱用防止に めまし う。 
【お問い合わせ先】伊集院保健所または 勹県保健福祉部薬務課 TEL 286-2804 

≪≪≪≪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≫ 

【障がい者等相談支援専門員の募集について】 
障がいの種別に した総合的および専門的な相談支援を う相談支援専門員を次のとおり募集します。 

募集人員 １人 
業務内容 障がい者等への相談支援 
応募資格 相談支援 事者 者研修または現 研修の修 者 

通自動 免許取 者 
勤務日数 土、日、祝日を除く日数 
勤務時間 午前８時30分から午後５時まで（うち7.5時間） 

形態 時間額 1,590円 
勤務条件 社会保険、雇用保険あり 
勤務期間 平成29 ４月から平成30 ３月まで（ 務実 等により 有り） 
提出書類 一般職非常職員等登録申込書、相談支援 事者研修修 書の し 
選考方法 書類審査、面接 
申込  ３月27日(月) 午後５時まで 
【提出先・お問い合わせ先】本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 または各支所市 課福祉係 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【マイナンバーカード休日交付について】 
マイナンバーカードの交付通知書（ハガキ）が届いた方は、本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの地域の市
係で本人が受け取ることとなっていますが、平日に来庁できない方については、次の日程で休日にカード交付を
います。 
また、本人が病気、身体の障がいなどで受け取れない場合に限り、 人交付ができます。 人交付をご

の場合は、交付通知書の内容をよく読み、必ず事前にお問い合わせください。 
窓口開設の日時 ３月26日(日) 午前９時30分から正午まで 
開設する窓口 本庁、東市来支所、日吉支所、吹上支所 
【お問い合わせ先】 

本庁市 活課市 係 TEL 248-9414 東市来支所市 課市 係 TEL 274-2113 
日吉支所市 課市 係 TEL 292-2113 吹上支所市 課市 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≫ 

【特別支援教育支援員の募集について】 
募集人員 拊  
仕事内容 幼・小・中学校に在籍する障がいのある子どもたちの支援 

（教室移動の介助、衣服の着脱の支援、学習支援、健康・安全確保等） 
応募資格 日置市在住で幼・小・中・特別支援学校のいずれかの教員免許状保有者（元教員免許状保有者も可） 
勤務形態 月13日程 または月20日程 （括置学校により なる） 
勤務時間 午前８時30分から午後４時30分のうち７時間 
勤務条件 雇用保険あり（月20日程 の 務の場合のみ社会保険あり） 
勤務地 日置市内の小・中学校 形態 時間額 900円 
提出書類 一般職非常職員等登録申込書 ※本人が 書を持参すること 
選考方法 書類審査（一次）、面接（二次） 
提出期限 ３月10日( )から24日( )まで 
受付時間 午前９時から午後５時まで 
【提出先・お問い合わせ先】本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431 

≪≪≪≪学校教育学校教育学校教育学校教育課課課課から≫から≫から≫から≫ 



休日当番医のお知らせ 
 【伊集院地域】 【東市来地域】 【日吉・吹上地域】 

３月19日 久保内科医院  TEL 272-2527 博悠会温泉病院 TEL 274-2238 吹上クリニック TEL 296-2711 
３月20日 じんごあん整形 TEL 272-5151 樋口クリニック TEL 274-9388 外科馬場病院  TEL 296-2611 
３月26日 本庄病院    TEL 273-2135 

田 科 TEL 273-1333 
石神胃腸科内科医院 

TEL 274-3110 
みゆきクリニック 

TEL 246-8707 
※ 時間は、各医 機関にお問い合わせください。 

  

【自死遺族と語る会について】 
大 な人を自 で くして、 にも話せず い いをされていませんか。 して一人ではありません。「語る会」

に参加してみませんか。 
日時 ３月26日(日) 午後１時30分から午後３時まで 
場所 南さつま市ふれあい加世田 ２階 
対象者 自死遺族 
内容 自死遺族同士で語る 
参加費  
事前申込 勘勥 
【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 平神純子さん TEL 090-4357-2459 

≪≪≪≪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≫ 

【 勯 防 員募集について】 
日置市消防団では 性消防団員を募集しています。あなたも一緒に活動しませんか。 

名称 日置市消防団総務班 
募集人員 拊  
応募資格 日置市居住の人もしくは職場がある人、 50歳未満 
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 用 、 報 、福祉 制 あり 
【お問い合わせ先】消防本部総務課消防団係 TEL 272-0119 

≪≪≪≪消防本部消防本部消防本部消防本部から≫から≫から≫から≫ 

【引っ越しシーズンにおける市役所の休日窓口の開設について】 
、３月下旬から４月上旬にかけては、引っ しなどによる住所変 等の手続きのため、市役所市 活課等

の窓口が大変 み合います。市では、この時期における窓口の を するため、市 活課等の休日窓口を次
により開設しますので、どう ご 用ください。 

また、同時に納税・納付相談窓口も開設します。仕事などが忙しく、平日の窓口開庁時間内に納税・納付相談に
来庁できない方や、事情により納期限内に納付することができずにいる方など、この機会にご相談ください。 

勹県内では日置市以外の市町 においても休日窓口の開設または時間 を実施する予定です。 
ただし、市町 によって開設状況が なりますので、詳しくはそれ れお問い合わせください。 

窓口開設の日時 ３月25日(土)、３月26日(日)、４月１日(土)、４月２日(日) 
いずれも、午前８時30分から午後５時15分まで 

開設する窓口 日置市役所本庁（開設は本庁のみで、支所の開設はありません。） 
取扱業務 １ 住所変 の手続き（転 ・転 ・転居等）および住所変 等に う 手続き 

２ 籍届書の受 （ ・ 等受付のみ） 
３ 住 ・ 明書・ 籍関係 明書・税 明書等の発 事務 
４ 市税、国 健康保険税、介護保険 、後期 者医 保険 、市 住 用 、水 などの納付

相談 
【お問い合わせ先】 

本庁市 活課市 係 TEL 248-9414 
本庁特別 納整 課 勻拻 係 TEL 248-9413 

≪≪≪≪市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課・・・・特別滞納整理課特別滞納整理課特別滞納整理課特別滞納整理課から≫から≫から≫から≫ 

 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【国税専門官採用試験受験者募集】 
人事院と国税庁では、国税専門官採用試験（大学 業程 ）の受験者の募集をしています。 
申込受付は３月31日( )から開始しますので、受験資格等の詳細は、人事院ホームページをご覧いただくか、次

にまでお問い合わせください。 
ホームページアドレス http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm 
【お問い合わせ先】 

人事院人材局試験課 TEL 03-3581-5311 内線2332 
熊本国税局人事第二課試験研修係 TEL 096-354-6171 内線6046 
伊集院税務署 TEL 273-2541 ※自動音声案内 

≪≪≪≪税務税務税務税務課課課課から≫から≫から≫から≫ 

 【 法書 に る 法 相談所( )開設】 
日時 ４月６日(木) 午後１時から午後４時まで 
場所 市中 公  ２階 小会議室 
相談従事者 勹県司法書士会 勹支部会員 
相談内容 勘動勩登 全般(勻 関係)、 事一般、 

後 、 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】 
勹県司法書士会 TEL 256-0335 

【 書 に る 相談会の開 】 
日時 場所 

３月28日(火)  
午後１時から午後４時まで 

日吉支所１階 相談室 

４月25日(火)  
午後１時から午後４時まで 

市中 公 ３階 講座３ 

相談従事者 勹県 書士会日置支部会員 
相談内容 相続、後 、公正 書、 、その 活相談 
予約先 種子勹 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 

【お問い合わせ先】 
書士事務所 TEL 080-6476-3924 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

≪≪≪≪介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課から≫から≫から≫から≫ 

 【日置市地域包括支援センター運営協議会】 
日時 ３月24日( ) 午後１時30分から午後３時まで 
場所 市中 公  ３階 研修２・３ 
内容 平成28 事業内容および平成29 事業 画

について 
公開・非公開の別 公開（傍聴者定員10人） 
その他 会議開催時刻の30分前から傍聴手続をします。

傍聴の は、会場 口に してある傍聴勥 を
遵守してください。 

【お問い合わせ先】 
本庁介護保険課介護予防支援係 TEL 248-9423 

【日置市地域密着型サービス運営協議会】 
日時 ３月22日（水） 午後２時から午後３時30分まで 
場所 市中 公  ３階 研修２・３ 
内容 １ 日置市介護保険事業の現状について 
   ２ 地域密着型サービスの状況について 
公開・非公開の別 公開（傍聴者定員10人） 
その他 会議開催時刻の30分前から傍聴手続をします。

傍聴の は、会場 口に してある傍聴勥 を
遵守してください。 

【お問い合わせ先】 
本庁介護保険課給付係 TEL 272-0505 

【社員募集説明会について】 
市の誘致企業であるセイカ食品株式会社では、日置工場の稼働に向けて、社員を募集するための説明会を開催しま

す。地元の方で働くことに関心のある方はご参加ください。 
日時 ３月20日(月) 午前10時30分、午後１時の２回開催 
場所 伊集院地 公  
会社名 セイカ食品株式会社 
勤務予定地 セイカ食品株式会社日置工場（日置市伊集院町下谷口３-10） 
採用形態 準社員、パート 
募集人員 25人程  
業務内容 アイスクリーム製造 ※常温での室内作業 
その他 日置工場の操業開始まで約 、 勹市の 工場にて 務していただける方を優先して募集します。お

気軽にご参加ください。 
【お問い合わせ先】セイカ食品株式会社乳業本部乳業製造部 TEL 253-3074 担当：末吉、杉山 

≪≪≪≪企画企画企画企画課課課課から≫から≫から≫から≫ 


