
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ ４ 月 ）  

日・曜日 内    容 場 所 時 間 
1６日(日)    
17 日(月) 健康スマイル・ハンサム教室（運動教室） 市中 公 館 ９：３ １１：  
18 日(火) 健康体操 市中 公 館 １３：３ １５：  
19 日(水)    

20 日(木) 
健康体操 
健康相談 
元気なりもんそ教室（運動教室） 

吹上保健センター 
東市来保健センター 
市中 公 館 

９：３ １１：  
９：３ １１：３  

１ ： １１：３  
21 日( )    
22 日(土)    
23 日(日)    
24 日(月)    
25 日(火) 健康体操 市中 公 館 １３：３ １５：  
26 日(水) 健康相談 ゆすいん １ ： １１：３  

27 日(木) 

健康体操 
育児相談 
元気なりもんそ教室（運動教室） 

手 交付 
 

吹上中 公 館 
市中 公 館 
日吉保健センター 
市中 公 館 
 

９：３ １１：  
９：３ １１：  

１ ： １１：３  
受付 １３：２ １３：３  
交付 １３：３ １５：  

28 日( ) 農業委員会定 総会 
わこなろ会（運動教室） 

東市来支所 第４会議室 
吹上保健センター 

９：  正午   
１ ：  正午   

29 日(土)    
30 日(日)    

  

広報ひおき 
平成２９ ３月２３日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８5 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。 

【湯之元馬頭観音馬踊りを開催します】 
日置市に春を告げる「湯之元馬頭観音馬踊り」が次のとおり開催されます。春の一日を湯之元温泉街でお楽しみくださ

い。 
日時 ４月９日(日)午前９時から ※雨天の場合４月16日(日)に順延 
場所 東市来町湯田（湯之元温泉街一円） 
内容 華やかな飾りをつけたシャンシャン馬を先頭に、太鼓や三味線、おはやしにのり、踊り連が湯之元温泉街を練り歩

きます。また一部が歩 者天国となる湯之元 前の では、木市などの多数 店が び 日 わいます。 
【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課東市来支所地域振興課東市来支所地域振興課東市来支所地域振興課から≫から≫から≫から≫ 

【 内市 の 者を募集しています】 
市では「家庭菜園等をやってみたいが畑を持っていない」という方を対象とした「 内市 農園」を開園しています。

小さな自然に接し農業を楽しみたい方は、ぜひお申し込みください。 
所在地 日置市東市来町湯田1475番地１ 
運営主体 日置市 
募集区画 ５区画（全22区画） 
貸付  １区画（約20㎡） 1,500円/ （１ に満たない貸付期間の貸付 は月 ） 
貸付条件 １ 貸付期間は、 ４月１日以 、 ３月31日までの１ 以内 

２ 農具（くわ・かま等）は、 用者が 備 
３ 営農を目的としないこと 

申込方法 東市来支所産業建設課農 水産係に 備してある公有財産貸付申請書を提出ください。 
【申込先・お問い合わせ先】東市来支所産業建設課農 水産係 TEL 274-2114 FAX 274-4079 

≪≪≪≪東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課東市来支所産業建設課から≫から≫から≫から≫ 

  

【介護支援専門員（ケアマネジャー）の募集について】 
募集人員 拊  
応募資格 １ 通自動 運 許を有し、自家用 を 用できる方 

２ 介護支援専門員の資格を有する方 
業務内容 介護保険要支援者・総合事業対象者へのケアマネジメントに係る一連業務 
勤務時間 午前８時30分から午後５時まで（うち7.5時間） 
休日 土、日、祝日および12月29日から１月３日 
勤務地 日置市内 
加入保険 社会保険、雇用保険 

形態 時間額1,540円 
提出書類 一般職非常勤職員等登録申込書 
選考方法 書類審査、面接 
【提出先・お問い合わせ先】本庁介護保険課介護予防支援係 TEL 248-9423 

≪≪≪≪介護保険介護保険介護保険介護保険課から≫課から≫課から≫課から≫ 

【日置市総合計画審議会委員（公募委員）を募集します】 
市では、市総合計画等の 定に必要な調査および審議を うため、日置市総合計画審議会を設置しています。 
市総合計画の推進にあたり、市 の さまからの勪 を させていくために、公募委員を次のとおり募集します。 

募集人員 ４人以内 
応募資格 応募日現在で、次のすべての条件を満たすこと 

１ 日置市に住所を有する 齢満20歳以上の方 
２ 原則、平日に開催される会議に出 できる方（ 間１ ３回） 
３ 日置市議会議員および日置市職員でない方 

任期 委嘱日から平成31 ３月31日まで 
報酬 市条 で定められている額をお支 いします。 
応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、本庁企画課または各支所地域振興課に持参するか郵送してください。

応募用紙は本庁企画課および各支所地域振興課に置いてあるほか、日置市ホームページからもダウンロードで
きます。申込書については返却しません。 

募集期限 ４月21日( )午後5時まで ※郵送も同じ 
選考方法 動務や勪 等の内容を審査し、公平に選 します。 
【お問い合わせ先】本庁企画課企画統計係 TEL 248-9403 
 

【日置市土地開発公社の土地分譲について】 
日置市土地開発公社では、新たに２区画を分譲します。 

名称 所在地 地目 面積（㎡） 分譲価格（円） 
入来住 団地 日置市吹上町入来159番地１ 雑種地 5,635 2,817,000 
本町住 団地 日置市吹上町中原2775番地１ 雑種地 9,980 62,874,000 

申込期間 4月14日( )まで（期間内に申し込みが重複した場合は改めて抽選をします） 
申込方法 分譲用地購入申込書を提出してください。 
【お問い合わせ先】 

日置市土地開発公社（本庁企画課企画開発係内）TEL 248-9403 または各支所地域振興課自治振興係 

≪≪≪≪企画企画企画企画課から≫課から≫課から≫課から≫ 

【 問 議会にお る委員の公募について】 
募集人員 １人 
応募資格 県内に居住する満20歳以上（平成29 ４月１日現在）の方 
応募方法 

次の書類を郵送、FAXまたは電 メールのい れかの方法により、県庁 同参画課へ提出してください。 
１ 応募申込書 
２ 作文 テーマ「 が勢体的に参画できる地域づくりについて」（様式自由 800 ） 

※応募書類は、県ホームページからもダウンロードできます。 
応募  ４月３日(月) 
【提出先・お問い合わせ先】県庁 同参画課 育成係 TEL 286-2557 

≪≪≪≪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≫ 

【 相談について】 
児勹勾 事務所の専門相談員が、 をもらう手続き、 の み、保険 のことなど、 についてのご相

談にお答えします。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務 発 の 付き証 書と 手 などの 係書類をご持参ください。 

日時 場所 
４月12日(水) 午前10時から午後３時まで 吹上中 公 館 
４月19日(水) 午前10時から午後３時まで 東市来支所 第４会議室 

【お問い合わせ先】吹上支所市 課市 係 TEL 296-2113 東市来支所市 課市 係 TEL 274-2113 

≪≪≪≪市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課から≫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】 

４月 ２ 日 松崎内科ひふ科 TEL 272-2468 湯田内科病院  TEL 274-1252 外科馬場病院  TEL 296-2611 
４月 ９ 日 いじゅういん脳神経外科 

TEL 246-5550 
ゆのもと記 病院 

TEL 274-2521 
吹上クリニック TEL 296-2711 

４月16日 児勹こども病院 
TEL 272-2001 

博悠会温泉病院 TEL 274-2238 みゆきクリニック 
TEL 246-8707 

※ 時間は、各 務 にお問い合わせください。 
  

【コンビニ収納取扱店舗の追加について】 
日置市の や は、 務 のほか、納付書 面に記載された ン ニ等で納付できます。平成29 ４月１日から ー

児勹伊集院店に設置してある 収納 拢MMKで ン ニ同様に次の や を納付することができるようになりま
すのでお知らせします。 

なお、納付書の在 等の 係で、納付書 面にMMK設置店の記載がない場合もありますので、あらかじめご ください。 
税 市県 、 定資産 、 自動 、国 健康保険  

 介護保険 、保育 、 園保育 、公営住 用 、一般住 用 、公営住 用 、上 水 、市営
場 用  

【お問い合わせ先】本庁会計課出納係 TEL 248-9425 

≪≪≪≪会計会計会計会計課から≫課から≫課から≫課から≫ 

【日置市 業委員会の 地 推 委員の推薦・応募について】 
改正農業委員会法が平成28 ４月１日から施 され、新たに農地 用勞 推進委員を設置します。つきましては、農

地 用勞 推進委員の推薦および応募を次のとおりで受け付けます。 
推薦・応募人員 15人（内訳：東市来地域４人、伊集院地域４人、日吉地域２人、吹上地域５人） 
業務内容 １ 担当区域内の農地法による農地の貸借・売買許可申請書に対する現場調査活動 

２ 担当区域内の農地等の 用の勞 （担い手への農地 用の集 ・集約 、 作择 地の発生防 ・ 消、
企業等の新規参入の促進）の推進 

推薦・応募資格 推薦応募日現在で、次のすべての条件を満たすこと 
１ 農業に する を有し、農地等の 用の勞 の推進に する事項その の農業委員会の所 に する事項に

し、その職務を に うことができる者 
２ 日置市に住所を有する者。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない 
３ 市職員でない者 

任期 平成29 月20日から平成32 月19日まで 委員報酬 月額 30,000円 
推薦・応募方法 本籍および筆頭者の記載がある住 （３カ月以内）と所定の推薦・応募用紙に必要事項を記入の上、農

業委員会事務局へ直接持参するか郵送、または農業委員会支局( 児勹地域振興局日置庁 農 水産課内、
日吉支所および吹上支所の産業建設課内)に午前８時30分から午後５時までに直接持参してください。応募
用紙は前述の窓口に備えるほか、日置市ホームページからもダウンロードできます。持参の場合は土曜、日
曜日および祝日を除きます。郵送の場合は５月８日(月)消印有効となります。 

推薦・応募期間 ４月３日(月)から５月８日(月)まで 
選任方法 日置市農地 用勞 推進委員 拙者 委員会で し、農業委員会総会で 定し、委嘱します。 
公表 推薦・応募者の 、 齢、職業等について、募集期間の中間と期間 後に市のホームページで公勖します。 
【郵送先・お問い合わせ先】〒899-2292 日置市東市来町 87番地１ 農業委員会事務局 TEL 274-2124 FAX 274-4074 

≪≪≪≪農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局から≫から≫から≫から≫ 

 【日置市高齢者 り・ の 付】 
「日置市高齢者はり・きゅう等施術受 券」（１回の施術

につき800円助成。 間30回まで）について、平成29 分
の受付を３月30日(木)から開始します。希望される方は本庁
または支所にお申し込みください。 
対象者 

市内に住所がある70歳以上の方、または後期高齢者
保険者証の交付を受けている方 
申請に必要なもの 

１ 70歳以上であることを確認できるもの 
（後期高齢者 保険者証等） 

２ 印鑑 

≪福祉課から≫≪福祉課から≫≪福祉課から≫≪福祉課から≫ 

【高齢者介護手当について】 
市では、在 で寝たきりの方を 期にわたり介護してい

る方に対し、介護手当を支給しています。 
手当を受けるためには支給申請の手続きが必要です。地

域担当 生委員の証 を受け、申請書を提出してください。 
対象者 在 で寝たきり高齢者を介護している介護者の方 

※寝たきり高齢者…在 において常時 の者の介護を必
要とする状態が３カ月以上続いている65歳以上の方で、
要介護４以上に相当する方 
※介護者…寝たきり高齢者と生計を同じにし、現に介護
している方 

支給額 月額10,000円 
（10月と４月に前月までの分をまとめて支給） 

支給の制限 
特別障害者手当を受給中の方は対象になりません。 

【お問い合わせ先】本庁福祉課 福祉係 TEL 248-9419 または各支所市 課福祉係 

 

≪≪≪≪    福祉課から福祉課から福祉課から福祉課から    ≫≫≫≫ 

【体 人の募集について】 
募集人員 拊  
仕事内容 受付、収納、清掃等業務 
勤務形態 月14日以内 
勤務地 吹上浜公園体育館 

形態 時間額 750円 
提出書類 一般職非常職員等登録申込書 
選考方法 書類審査および面接審査 
提出期限 ４月10日(月) 
【お問い合わせ先】 

吹上支所教育振興課社会教育係 TEL 296-2115 

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

 【 護 に る 法 相談の開催について】 
日  時 場  所 

４月 ８ 日(土) 午後１時から 
午後３時まで 

日吉 人福祉センター 
相談室 

４月11日(火) 午後１時から 
午後３時まで 

東市来総合福祉センター 
相談室 

４月12日(水) 午後１時から 
４月26日(水)  午後３時まで 

市中 公 館 小会議室 
市中 公 館 講座３ 

４月13日(木) 午後１時から 
午後３時まで 

吹上支所 ２階 会議室 

相談従事者 ひまわりの会 
（ 児勹県 護 会所 の 護 有 で 成し

た団体） 
相談内容 相続・後 ・公正証書・その 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  

【心配ごと相談の開催について】 
日  時 場  所 

４月 ４ 日(火) 午後１時30分から
４月18日(火)  午後４時まで 

東市来総合福祉センター 
相談室 

４月10日(月) 午前９時30分から
４月24日(月)    正午まで 

日吉 人福祉センター 
相談室 

４月12日(水) 午前９時30分から
４月26日(水)    正午まで 

市中 公 館 小会議室 
市中 公 館 講座３ 

４月13日(木) 午前９時30分から
４月27日(木)    正午まで 

吹上中 公 館 相談室 

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 
その他 相談  

相談を希望される方は、直接会場へお越しください。 

【お問い合わせ先】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561 
 

≪福祉課から≫≪福祉課から≫≪福祉課から≫≪福祉課から≫ 

【2017 JICA海外ボランティア春募集】 
法人国 協 務拧（JICA）では、開発 上国の人々と に生活し、相 を りながら、技術や経験を生かし

て人々の自助 を促進させる での協 活動を海外で 開していく「 海外協 」および「シニア海外ボランティア」
等を募集しています。世界には、あなたの技術や経験を必要としている人々がいます。ぜひ、あなたもJICA海外ボランティ
アに参加してみませんか。 
募集期間 ３月31日( )から５月10日(水)まで 
応募資格 １ 海外協 ：満20歳（2017 10月１日時点）から満39歳（2017 ５月10日時点）まで 

２ シニア海外ボランティア：満40歳から満69歳（どちらも2017 ５月10日時点）まで 
３ 日本国籍を持つ方 

詳細については次までお問い合わせください。 
【お問い合わせ先】JICA スク 児勹（公 財団法人 児勹県国 交 協会） TEL 221-6624 

JICA ホームページ http://www.jica.go.jp 

≪≪≪≪企画企画企画企画課から≫課から≫課から≫課から≫ 

【高齢者元 ア ・ ン 事業（ 人）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 アッ ・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 市在住の65歳以上で、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 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 

１ ４月26日(水)午後２時から 市中 公 館 研修室2・3 
２ ４月27日(木)午後２時から 東市来保健センター 
※ 合のよい会場で１ 受講すれ 登録できます。 

申請  当日申請も受け付けます。 
持参する物 筆記用具 
その他 平成29 ３月に介護予防ボランティア研修会を受講された方は、受講する必要はありません。 
【お問い合わせ先】日置市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 

≪≪≪≪介護保険介護保険介護保険介護保険課から≫課から≫課から≫課から≫ 

【健康お楽しみクラブ参加者募集について】 
日置市介護予防事業の一環で、B&G東市来海洋センターを 用し

た運動教室を実施しています。健康 を目 し、体育館や ール
を 用したスト ッ や アッ 運動等を ってみませんか  

詳細は次までお問い合わせください。 
対象者 日置市内在住の65歳以上の方 
日時 月２回（原則第２、４木曜日） 

午前９時30分から午前11時30分まで 
場所 B&G東市来海洋センター 
【お問い合わせ先】本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-942 

≪≪≪≪健康保険健康保険健康保険健康保険課から≫課から≫課から≫課から≫ 


