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令和元年6月28日発行
日置市役所　総務企画部　総務課

※市役所各課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。

≪総務課から≫

【大学通信教育合同説明会の開催について】

≪商工観光課から≫

　日置市観光協会では、第9代「ひおきＰＲレディ」を
次のとおり募集します。
応募資格　18歳以上(平成31年４月１日現在)の女性
で、日置市在住または市内の職場で働いている方
活動内容　日置市観光協会の行事および市が主催、共
催、後援する行事やイベントに参加し、日置市の観光Ｐ
Ｒなどの活動
任期　令和元年9月1日～令和3年8月31日（2年間）
募集人員　2人　　副賞　賞金5万円
募集期限　8月2日(金)午後5時まで
　　　　  （郵送の場合は、当日消印有効）
応募方法　専用の応募用紙（上半身のカラー写真添
付）を郵送または持参
詳細内容　日置市観光協会ホームページに掲載して
あります。http://hiokishi-kankou.com/
【申込先・お問い合わせ先】
日置市観光協会 TEL 248-7380

【ひおきＰＲレディの募集について】
≪市民生活課から≫

　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金を受け取
る手続きや仕組み、保険料のことなど、年金について
のご相談、各種申請受付を行います。予約されてから
の相談、申請となりますので、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。
日時　７月17日(水)午前10時～午後３時
場所　東市来支所　4階会議室
【予約先・お問い合わせ先】
東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

【年金相談について】

≪介護保険課から≫

　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、認知症疾患医療センターのパー
ルランド病院の方を講師に迎え、出張カフェを行います
ので、お気軽にご参加ください。また、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　７月19日(金)午後1時30分～午後3時
場所　日吉中央公民館（日吉支所２階）
対象者 ご家族を介護されている方（ご家族との同伴
可）、介護に関心のある方
内容　出張ぱぁるカフェ（認知症についてのミニ講話
および物作り、交流会）
【申込先・お問い合わせ先】
地域包括支援センター TEL 248-9423

【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～の開催について】

≪農林水産課から≫

　平成30年は６月から７月にかけての梅雨前線豪雨、
台風の襲来などにより発生した山地災害によって県内
各地で多大な被害が発生しました。雨の日は気象情報
や防災無線の情報に注意し、早めの避難を心がけてく
ださい。また、記録的な豪雨が予想される場合は、今ま
でにない規模の災害が起こる危険性があります。雨が
降り止んだ後でも、山崩れが発生することもあります
ので注意してください。
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【梅雨・台風等による山地災害への備えについて】

≪財政管財課から≫

　この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われます。
発売期間　7月2日(火)～8月2日(金)
抽せん日　8月14日(水)　　販売金額　各１枚300円
≪サマージャンボ　当せん金≫
１等：5億円×20本　１等前後賞：1億円×40本　ほか
※当せん本数は発売総額600億円・20ユニットの場合
≪サマージャンボミニ　当せん金≫
１等：3,000万円×40本　１等前後賞：1,000万円×80本　ほか
※当せん本数は発売総額240億円・8ユニットの場合
【お問い合わせ先】
公益財団法人鹿児島県市町村振興協会 
TEL 206-1001

【サマージャンボ宝くじ等について】

≪企画課から≫

　市では、社会情勢の変化に対応した簡素にして効率
的な市政を実現するため、市行政改革推進委員会を設
置しています。このたび、第７期委員の任期満了に伴う
第８期の市行政改革推進委員を次により募集します。
募集人員　２人以内　　報酬　市条例で定める額
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日置市に居住している年齢満20歳以上の方
②原則、平日に開催される会議（年間１～３回程度）に出席できる方
③日置市議会議員および日置市職員でない方
任期　令和元年10月１日～令和３年９月30日(２年間)
応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、持
参または郵送してください。応募用紙は本庁企画課お
よび各支所地域振興課に準備してあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
募集期間　７月22日(月)午後５時必着（郵送も同様）
選考方法　応募動機や意見などの内容を審査し、公平
に選考します。
【お問い合わせ先】
本庁企画課行政経営係 TEL 248-9403

【行政改革推進委員（公募委員）の募集について】

≪農林水産課から≫

　鹿児島県猟友会では、鳥獣による農作物被害の防
止・軽減を図るため、捕獲技術の習得を支援します。
≪試験≫
日時　8月25日(日)午前9時から　
会場　鹿児島地域振興局日置庁舎
申請期限　7月31日(水)まで（各地域猟友会締切）
≪講習会≫
日時　8月18日(日)午前9時から
会場　日置市中央公民館
申請期限　8月9日(金)まで
※初心者講習会受講料1万円のうち5千円を助成します。
助成対象者　有害鳥獣による農作物被害を防止・軽減
するために、わな猟免許を取得しようとする農業者や
集落の代表者、農業法人の従業員など
※助成を受けるには、市役所において手続きが必要で
あり、免許取得後の猟友会への加入が条件です
※申し込みの際は受講証明書、領収書、通帳の写しを
ご持参ください
【申込先】　各地域猟友会長
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【狩猟免許試験およびわな猟免許取得講習会受講料助成について】

≪中央図書館から≫

　児童向けのおはなしです。ぜひご参加ください。
日時　７月29日(月)午前10時30分～午前11時10分
場所　伊集院地区公民館（日置市立中央図書館隣）
※事前申し込みは不要ですが、10人以上の団体での
参加の場合は中央図書館へご連絡ください
【お問い合わせ先】
日置市立中央図書館 TEL 273-6886

【「なつやすみおはなし会」のご案内について】

≪東市来図書館から≫

　夏の夜、子どもと一緒におはなし会を楽しみません
か。おはなしサークル「カシュカシュ」によるおはなし
会にあわせて、図書館を夜間開館します。いつもとは
違う夜の図書館もゆっくりとお楽しみください。
　皆さまのお越しをお待ちしております。※当日は午
後8時まで開館しますので、どうぞご利用ください。
日時　7月20日(土)午後6時30分から
場所　東市来図書館　視聴覚閲覧室
内容　おはなしサークル「カシュカシュ」によるおはな
　　し会（絵本の読み聞かせ、語り、各種シアターなど）
【お問い合わせ先】
東市来図書館 TEL 274-9610

【「夕涼みおはなし会」のご案内について】

≪福祉課から≫

募集人員　１人
仕事内容　子育てに悩む保護者などに必要な情報提供
や助言をしながら、必要に応じて支援プランを作成し支
援が継続できるよう関係機関との連絡調整を行います。
応募資格　社会福祉士の資格を有し、かつ相談業務な
どに１年以上の経験を有する者（または見込みの者）
勤務形態　午前8時30分から午後5時のうち7.5時間
以内（月20日以内）
勤務地　本庁福祉課　　賃金　時間額1,590円以内
提出書類　一般職非常勤職員等登録申込書１部（資格
を証する書類の写しを添付）※用紙は本庁および各支
所にあります。市ホームページからもダウンロード可
選考方法　書類審査、面接
提出期限　8月2日(金)まで
【提出先・お問い合わせ先】
本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248-9416

【一般職非常勤職員（社会福祉士）の募集について】

≪健康保険課から≫

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、平成30年
度に75歳の誕生日を迎えた後期高齢者医療の被保険
者を対象として、口腔検診（お口元気歯ッピー検診）を
実施しています。いつまでも元気に過ごせるよう、口
腔検診を受けてお口から健康になりましょう。
検診期間　6月1日(土)～令和2年１月31日(金)
検診会場　県内の歯科医療機関（一部実施しない歯科
医療機関があります）
対象者　昭和18年4月1日から昭和19年3月31日生ま
れの後期高齢者医療被保険者
検診料　無料
受診方法　ご自身で歯科医療機関に予約をしてから
受診してください。受診当日は、受診券と後期高齢者
医療被保険者証が必要です。受診券は、令和元年５月
末に鹿児島県後期高齢者医療広域連合から対象者へ
送付していますが、お手元にない場合は次までご相談
ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務課
保健事業担当 TEL 206-1329

【お口元気歯ッピー検診について】

≪東市来図書館から≫

　東市来図書館では、次の日程で制作活動を実施しま
す。募集人員は10組（5人以内のグループ）です。
日時　７月27日(土)午前10時～正午
場所　東市来図書館　視聴覚閲覧室
講師　吉井翔斗 氏（芸術士　教恵保育園副園長）
内容　「ポップアップカードを重ねて絵本にしよう！」
用意するもの　色画用紙・筆記用具・色ぬりの道具
申込方法　電話またはファクス
申込期限　７月14日(日)まで
※定員になり次第、締め切ります
【お問い合わせ先】
東市来図書館 TEL・FAX 274-9610

【「なつやすみ手作り絵本教室」のご案内について】

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　相談無料
　　　　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

【心配ごと相談の開催について】
≪福祉課から≫

相談従事者　ひまわりの会（鹿児島県弁護士会所属の
　　　　　弁護士有志で結成した団体）
相談内容　相続・後見・公正証書・その他生活相談
その他　相談時間は１人３０分程度
　　　　事前の予約が必要です。
【予約先】ひまわりの会 TEL 227-0041
【お問い合わせ先】
  日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【弁護士による無料法律相談の開催について】

日吉老人福祉センター　相談室 7月13日(土)午後1時～午後3時

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室
日置市中央公民館　講座3

　　　　　　　　　

東市来総合福祉センター　相談室 7月 9日(火)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所1階会議室

7月10日(水)午後1時～午後3時
7月24日(水)午後1時～午後3時

7月11日(木)午後1時～午後3時

≪福祉課から≫

≪上下水道課から≫

　次のような場合には、水道のある各地域の水道管理
係へ必ず届出が必要です。

【水道の使用開始・中止等の届出について】

TEL 272-2336
TEL 274-2114
TEL 292-2114
TEL 296-2114

【お問い合わせ先】
本庁上下水道課水道管理係
東市来分室水道管理係
日吉分室水道管理係
吹上分室水道管理係

内　　容 詳　　細

新たに水道を使用する場合

水道の使用をやめる場合

・引っ越してきたとき
・家を新築したとき

その他の変更があった場合

・転居するとき
・長期間留守にし水道を一時使用しないとき
・使用者の名義を変更したいとき
・納付書の送付先を変えたいとき

場　　所 日　　時

東市来総合福祉センター　相談室

日置市中央公民館　小会議室
日置市中央公民館　講座3

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

7月 2日（火）午後1時30分～午後4時
7月16日（火）午後1時30分～午後4時
7月10日（水）午前9時30分～正午
7月24日（水）午前9時30分～正午
7月 8日（月）午前9時30分～正午
7月22日（月）午前9時30分～正午
7月11日（木）午前9時30分～正午
7月25日（木）午前9時30分～正午

TEL 273-8871
TEL 274-2114
TEL 296-2114

日置市中央公民館　講座3
日置市中央公民館　小会議室
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日 月 火 水 木 金 土

3029

◆燃ゆる感動かごしま国体
　軟式野球競技リハーサル大会
            ９：0０～１7：００　伊集院総合運動公園野球場

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆健康お楽しみクラブ（転倒予防教室）
            ９：３０～１１：3０　B&G東市来海洋センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
１０：００～１１：3０　日吉保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

湯之元温泉夏祭り
１５：００～　  　   湯田地区公民館前広場

吹上浜クリーン作戦（東市来）
         7：００～　  　   江口海岸

浅谷小児科 ☎274-3088
黒岩内科 ☎272-2330
みゆきクリニック ☎246-8707

当
番
医

◆こころの健康相談
１０：００～正午　  吹上中央公民館
１4：００～１6：0０　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎273-1333
☎296-2711

清田耳鼻咽喉科
吹上クリニック

当
番
医

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-5151
☎296-2611

じんごあん整形外科内科
外科馬場病院

当
番
医

税目等 7月

2期

2期

1期

4期

3期

8月 9月
市 県 民 税

固 定 資 産 税

国民健康保険税

軽 自 動 車 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

2期

3期

3期

2期

納税・納付のお知らせ

31

6

28

樋口クリニック ☎274-9388
康生クリニック ☎272-1177
外科馬場病院 ☎296-2611

湯田内科病院 ☎274-1252
永浜小児科内科 ☎272-2829
しいの内科クリニック ☎299-3111

当
番
医

54321
◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　小鶴ドーム

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
 

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆吹上浜クリーン作戦（日吉・吹上）
         7：００～　  　   日吉・吹上地域海岸
◆江口浜海浜公園 海開き
10：0０～　　　　江口浜海浜公園
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

2019年 7月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和元年）

第36回吹上地域女性ふれあい大会
         ９：００～１5：００　吹上浜公園体育館

海の日
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