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※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。

≪福祉課から≫

　鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希望さ
れるご遺族を募集します。
期日　11月12日(火)※前日からの団体行動になります
場所　鹿児島霊園（沖縄県糸満市平和祈念公園内（摩
文仁の丘））
対象者　沖縄および沖縄近海での戦闘で戦没した方の
配偶者および三親等内のご遺族
申込期間　8月1日(木)～30日(金)
募集人員　9人（鹿児島県内全市町村で）※申し込み多
数の場合は選考となります
【申込先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416
または各支所市民課福祉係
【お問い合わせ先】
鹿児島県庁社会福祉課 TEL 286-2840

【「鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式」参列遺族の募集について】
≪社会教育課から≫

　私たちの社会には、同和問題をはじめ、女性・子ど
も・高齢者などへの差別、インターネット上での悪質な
書き込みなど、さまざまな人権問題が依然として存在
しています。最近では、ＬＧＢＴなどの性的少数者への
偏見や差別も顕在化しています。これらの人権問題を
解決するためには、私たち一人一人がお互いの人権を
尊重し、偏見や差別のない社会の実現に向けて意識を
高めていくことが大切です。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権について
考えてみてください。
期間　8月1日(木)～31日(土)（1カ月間）
【お問い合わせ先】
本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432

【８月は「人権同和問題啓発強調月間」です】

≪商工観光課から≫

　鹿児島県では県内企業等の働き方改革への取り組
みを促進するため、標記セミナーを鹿児島労働局との
共催により次のとおり開催します。
対象　県内事業所（企業経営者、人事総務担当者）
定員　各50人(鹿児島・南薩地域は100人)先着順
参加費　無料
内容　先進事例の紹介や働き方改革関連法のうち、す
ぐに取り組むべき法律（労働基準法、パート有期労働
法）の説明
日時・会場　午後1時30分～午後3時45分（開場：午後1時）

【働き方改革推進トップセミナーのご案内について】

≪福祉課から≫

　10月からの消費税引き上げによる負担を緩和する
ため、本市でも暫定的・臨時的な措置として、未婚の児
童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給を
行います。
支給額　17,500円（未婚のひとり親）
申請受付期間　８月１日(木)～12月２日(月)
対象者　基準日（令和元年10月31日）において、次の
すべての要件を満たす方
①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父ま
たは母
②これまでに婚姻（法律婚）をしたことがない方
③事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死
が明らかでない方
※すべての要件に該当する方で、児童扶養手当の申請
をしていない方は、早めに申請をお願いします
児童扶養手当申請受付　10月31日(木)まで
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子ども福祉係 TEL 248－9416

【未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について】

≪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、消費生活相談員の方を講師に
迎え、学習会を行いますので、お気軽にご参加くださ
い。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　8月22日(木)午後1時30分～午後3時
場所　日置市中央公民館 3階研修室2・3
対象者　ご家族を介護されている方や介護に関心のあ
る方
内容　消費者被害について(ミニ講話、交流会)
【申込先・お問い合わせ先】
日置市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～を開催します】

≪農業委員会から≫

　毎年、日置市農業委員会では農地法第30条に基づ
き、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実
施します。調査の際には、農地の所有者・耕作者に農地
の利用状況などについて確認する場合がありますの
で、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
調査期間　8月1日～9月30日（2カ月間）
目的　(1)地域の農業利用の総点検
　　　(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、違反
　　　転用発生防止および早期発見・是正対策
調査員　農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委
員会協力員※調査員は身分証明書を携帯して調査を実
施します
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局 TEL 274-2124

【農地パトロール（利用状況調査）の実施について】

≪社会教育課から≫

　市民の意見などを図書館運営により広く反映させる
ため、日置市図書館協議会委員１人を公募します。
　図書館協議会とは、図書館の運営に関し、館長の諮
問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につ
き、館長に対して意見を述べる機関です。
　応募要領など詳しくは次までお問い合わせくださ
い。
【申込先・お問い合わせ先】
本庁社会教育課図書館係（日置市立中央図書館）
TEL 273-6886

【日置市図書館協議会委員の公募について】

≪社会教育課から≫

　フリートークを中心に出会いの場を提供します。
　お気軽にご参加ください。
開催日時　9月8日(日)午後0時30分～午後4時
場所　日置市中央公民館
対象者　25歳以上45歳未満の独身の男女各30人
参加費　1,000円(お菓子・飲み物代)
申込締切　8月27日(火)まで（定員になり次第締め切り
ます）
主催　日置市世話やきキューピッド(日置市地域女性連
絡協議会)
【申込先・お問い合わせ先】
日置市中央公民館（本庁社会教育課） 
TEL 273-1919　FAX 272-3145

【出会い応援イベント「LOVE BEAT IN ひおき」参加者募集について】

≪商工観光課から≫

　10月1日に予定されている消費税率の引き上げが
低所得者や子育て世代の消費に与える影響を緩和し、
さらに、地域における消費を喚起・下支えするために、
日置市ではプレミアム付商品券事業を実施します。
　この商品券を取り扱うことができる店舗について募
集します。
事業の主な概要
・券種　１枚あたりの額面500円（10枚綴り）
・使用期間　10月1日から令和2年3月31日まで
使用対象とならない主なもの
・不動産や金融商品　　・たばこ
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
取扱店舗の主な申込資格
・日置市内に事業所、店舗などを有する事業者
取扱店舗申込期限　9月2日(月)まで
その他　
・申込方法など詳しくは次までお問い合わせください。
・今年度、日置市商工会が実施している商品券事業に参
加している事業所などについては、申し込みをする必
要はありません。
【お問い合わせ先】
日置市商工会伊集院本所 TEL 272-2222

【日置市プレミアム付商品券の取り扱い店舗募集について】

≪社会教育課から≫

　成人式の開催に向けて、企画や準備、式典当日の運
営などにご協力いただける実行委員を募集します。
募集人員　伊集院地域７人、東市来地域４人、日吉地域
３人、吹上地域４人
募集対象者　新成人対象者で、実行委員会（４回予定）
とリハーサルなどに参加できる方。第１回は９月12日
(木)午後7時30分から市中央公民館で開催予定です。
募集期間　８月16日(金)まで
【申込先・お問い合わせ先】
伊集院地域　本庁社会教育課 　　TEL 248-9432
東市来地域　東市来支所教育振興課 TEL 274-2115
日吉地域　　日吉支所教育振興課 TEL 292-2115
吹上地域　　吹上支所教育振興課 TEL 296-2115

【令和2年日置市成人式実行委員の募集について】

≪社会教育課から≫

日時　令和2年1月3日(金)午前11時から(受付：午前10
時30分から）
場所　日置市伊集院文化会館
新成人対象者　平成11年4月2日から平成12年4月1日
までに生まれた方
成人式出席対象者の調査について
　成人式の案内状を発送するため、出席対象者につい
て調査しています。日置市の住民基本台帳に登録され
ていない新成人対象者（主に小学校・中学校・高校時代
を日置市で過ごした方で、現在、就職や進学などで市外
に住民票のある方など）については、次までご連絡くだ
さい。案内状の送付先については、ご家族が日置市内在
住の場合、原則ご家族のもとへ送付しますので、あらか
じめご了承ください。
対象者報告期限　9月6日(金)まで
案内状送付時期　10月上旬
【お問い合わせ先】
伊集院地域　本庁社会教育課 　　TEL 248-9432
東市来地域　東市来支所教育振興課 TEL 274-2115
日吉地域　　日吉支所教育振興課 TEL 292-2115
吹上地域　　吹上支所教育振興課 TEL 296-2115

【令和2年日置市成人式の開催について】

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】
≪福祉課から≫

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1
日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

8月 6日（火）午後1時30分～午後4時
8月20日（火）午後1時30分～午後4時
8月14日（水）午前9時30分～正午
8月28日（水）午前9時30分～正午
8月26日（月）午前9時30分～正午
8月 8日（木）午前9時30分～正午
8月22日（木）午前9時30分～正午

日置市中央公民館　講座1 8月28日(水)午後1時～午後3時

場　　所 日　　時

日置市役所吹上支所1階会議室 8月 8日(木)午後1時～午後3時

【お問い合わせ先】
鹿児島県商工労働水産部雇用労政課 
TEL 286-3017

会場名 開催日
北薩地域振興局　
会議室棟3階第5会議室 8月27日（火）

姶良・伊佐地域振興局
本庁舎4階大会議室 9月 5日（木）

大島支庁　本館4階大会議室 9月11日（水）

大隅地域振興局
別館2階大会議室 9月26日（木）

かごしま県民交流センター
4階大研修室2 9月19日（木）

熊毛支庁　本館3階第1会議室 10月1日（火）

地域

①北薩

②姶良・伊佐

③大島

⑤大隅

④鹿児島・南薩

⑥熊毛
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日 月 火 水 木 金 土

2726

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆土橋地区夏祭り花火大会
１8：００～ 　土橋中学校
花火20：30～

◆日置地区夏祭り
１8：００～ 　日吉総合運動公園多目的広場
花火20：30～
◆伊作地区灯籠まつり
１8：3０～ 　伊作地区公民館前駐車場
花火20：40～
◆吹上地区夏祭り
１8：3０～ 　吹上地区公民館館庭
花火20：20～

◆北校区夏祭り'19
１8：００～ 　伊集院北中学校校庭
花火20：30～
◆校区夏祭り花火大会
１8：0０～ 　飯牟礼小学校校庭
花火20：45～
◆花田夏祭り
１8：0０～ 　吹上浜公園
花火20：00～
◆夏祭りボンダンス・花火大会
１8：0０～ 　野首地区公民館
花火20：30～

◆吉利夏祭り
１8：0０～ 　吉利地区公民館グラウンド
花火20：45～

◆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
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆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

◆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　吹上保健センター
◆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
　

◆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
　

◆年金相談（要予約）
１0：0０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　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
◆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
 

野口クリニック ☎272-3211
うちやま眼科 ☎273-1616
外科馬場病院 ☎296-2611

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
☎272-2332
☎296-2025

黒岩眼科
山之内クリニック

当
番
医

当
番
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ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎274-8480
☎272-2121

伊作田診療所
整形外科はやしだ病院

当
番
医

税目等7月

4期

3期

9月
3期

5期

4期

8月 10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

28

3

25

大石医院 ☎274-3211
鹿児島こども病院 ☎272-2001
外科馬場病院 ☎296-2611

湯田内科病院 ☎274-1252
守屋病院 ☎273-3195
みゆきクリニック ☎246-8707

当
番
医

21

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

313029

◆夏祭り・花火大会
１9：3０～ 　平鹿倉地区公民館館庭
花火20：00～

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館
◆皆田地区夏祭り
１8：００～ 　皆田地区公民館館庭
花火20：30～
◆和田地区夏祭り
１9：００～ 　和田小学校校庭
花火21：00～

2019年 8月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和元年）

振替休日山の日

浅谷小児科医院 ☎274-3088
☎273-2135
☎296-2611

本庄病院
外科馬場病院

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-2527
☎296-2711

久保内科
吹上クリニック

当
番
医

◆鶴丸ふるさと夏まつり
１6：００～ 　東市来文化交流センター
花火20：20～

◆いざくだ夕涼み花火大会
１8：００～ 　伊作田地区公民館
花火21：00～

◆高山ミニバレー大会＆花火大会
１8：００～ 　高山地区公民館運動場
花火20：00～
◆夏祭り花火大会
１7：００～ 　妙円寺地区公民館駐車場
花火20：00～
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