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令和元年9月27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。

≪商工観光課から≫

　約７千本の手作りの小さなたいまつが一斉にともさ
れ、幻想的な空間を演出する「山神の響炎」を開催し
ます。ステージでは和太鼓やダンスなどを披露。秋の
田園地帯の「響く音と、ゆらめく炎」に心癒されるイベ
ントです。
日時　10月13日(日)
　　　開演：午後5時10分　点火セレモニー：午後6時
会場　山神の郷公園
※雨天時は公演のみ永吉地区公民館で開催。たいまつ
点灯は翌日14日(月)に順延
【お問い合わせ先】　永吉地区公民館 TEL 297-2005

【第17回山神の響炎について】

≪総務課から≫

　日置市担当の行政相談委員が、国や身近な行政の仕
事についての疑問や要望などの相談に応じます。相談
は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談く
ださい。
《東市来地域》

《伊集院地域》

《日吉地域》　

《吹上地域》

【お問い合わせ先】
本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401

【行政相談所の開設について】

日時　10月10日(木)午前9時～正午
場所　東市来支所　３階応接室
日時　10月 9日(水)午前9時～正午
場所　市中央公民館　２階小会議室
日時　10月11日(金)午前9時～正午
場所　日吉支所　１階相談室
日時　10月11日(金)午前9時～正午
場所　吹上支所　２階中会議室

≪商工観光課から≫

　「悪質商法などによる被害にあった」などの消費者ト
ラブルで困っていることはありませんか。一人で悩まず
に、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者
ホットライン「188(いやや！)」にご相談ください。消費
者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消費生活セ
ンターなどの消費生活相談窓口をご案内し、消費生活
相談の最初の一歩をお手伝いします。
【お問い合わせ先】
本庁商工観光課商工政策係 TEL 248-9409

【消費者ホットライン１８８について】

≪社会教育課から≫

開催日時　10月14日(月)午後2時～午後4時30分
　　　　　（受付：午後1時00分～）
会場　日置市中央公民館　　入場料　無料
内容　日韓友好について、両国の違うところ、韓国旅行
や韓国ドラマについてなど、自由なテーマで韓国語学習
者が発表します。
参加対象　韓国と韓国語に興味のある方
【お問い合わせ先】
民団鹿児島県地方本部韓国語スピーチ大会係
TEL 222－2706

【第６回韓国語スピーチ大会の開催について】

≪教育総務課から≫

　令和2年度に市立幼稚園の入園をご検討中のご家庭
を対象に各園において入園説明会を行います。説明会
への申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
詳細については各幼稚園にお問い合わせください。
日程および連絡先　
《東市来幼稚園》　　10月16日(水) TEL 274-6261
《飯牟礼幼稚園》　　10月15日(火) TEL 273-4126
《土橋幼稚園》　　　10月21日(月) TEL 273-9200
《日吉小附属幼稚園》10月17日(木)  TEL  292-3253
※時間は午前11時～午前11時30分(予定)。当日午前
10時から保育を自由に参観することができます
※日吉小附属幼稚園は、園児募集時に来年度の園児が
15人未満の場合は休園となります
入園願書受付期間　11月1日(金)～8日(金)
※入園願書は各園および本庁教育委員会教育総務課、
各支所教育振興課にあります
※願書提出の際は、各園へ必ずお子様同伴でお越しく
ださい
※令和元年10月より保育料が無償になります
ただし、給食費（所得に応じて副食費の免除あり）や教
材・行事費などは保護者負担です。詳しくは、各幼稚園
または本庁教育総務課までお問い合わせください
※私立幼稚園の募集時期については、各私立幼稚園に
お問い合わせください
【お問い合わせ先】
本庁教育総務課学務係 TEL 248-9426

【日置市立幼稚園入園説明会および園児募集について】
≪介護保険課から≫

　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
気度アップ・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付与し、そのポイントを地域商品
券に交換できる事業
対象者　介護保険料を滞納していない、日置市在住の
65歳以上の高齢者（第1号被保険者）
申請先　研修会当日、会場で申請してください。
《介護予防ボランティア研修会》
日時　10月3日(木)午後2時～
場所　日置市中央公民館　1階中ホール
持参する物　筆記用具
その他　平成31年度介護予防ボランティア手帳の交付
を受けた方は、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

【高齢者元気度アップ・ポイント事業について】

≪上下水道課から≫

　水道メーターの使用有効期限は計量法に基づき8年
間と定められています。使用期限の経過するものは新
しいメーターに交換しますが、交換作業は市上下水道
課が委託した業者が行います。ご協力をお願いします。
交換期間　令和2年1月31日まで
受託業者　
《東市来地域》　㈲平田環境設備、㈱マツオ電設、
　　　　　　　 ㈱福地建設、徳永電機㈱
《日吉地域》　㈲内村工業、㈲今村商会
《吹上地域》　㈱つばめ機動建設、㈲池畑組、
　　　　　　 ㈲宝楽水道設備日置営業所、㈱寿産業
交換時のお願い　
・交換作業中は20分程度の断水となります。交換済の世
帯には、｢メーター交換済のお知らせ｣を配布します。
・検針に支障がありますので、常にメーターボックス上
には物を置かないようにお願いします。
※この交換作業は、事業者証を携帯した担当者が行い、
代金をいただくことはありません
【お問い合わせ先】
本庁上下水道課上下水道工務１係 TEL 248-9445
または各支所水道管理係

【検定満期水道メーターの交換について】

≪市民生活課から≫

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所
得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援する
ために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。
対象となる方
《老齢基礎年金を受給している方》
  以下の要件を全て満たしている必要があります。
  ①65歳以上　
  ②世帯員全員の市町村民税が非課税
 ③年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
《障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方》
  以下の要件を満たしている必要があります。
  ・前年の所得額が約462万円以下
請求手続き　
①平成31年4月１日以前から年金受給している方
※対象となる方には、日本年金機構から請求手続きの
案内が９月上旬から順次届きます。同封のはがき（年金
生活者支援給付金請求書）を記入し、直接、日本年金
機構へ提出してください
②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市役所
で手続きしてください。
その他　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な
電話や案内にご注意ください。日本年金機構、厚生労
働省や市役所から、金融機関の口座番号を確認した
り、手数料などの金銭を求めることはありません。
※年金生活者支援給付金の請求でお困りの際は「給付
金専用ダイヤル」0570-05-4092（ナビダイヤル）ま
でお電話ください
【お問い合わせ先】
鹿児島北年金事務所 TEL 225-5311（音声案内）

【年金生活者支援給付金制度について】

≪商工観光課から≫

　吹上の秋の実りが一堂にそろう「吹上秋祭り」を今
年も開催します。新鮮な野菜や海産物、特産品などを
販売する名店街のコーナーのほか、吹上青松太鼓や県
無形民俗文化財の伊作太鼓踊の披露などを予定して
います。エアー遊具や工作体験教室などもあり、子ど
もから大人まで楽しめるイベントとなっています。
日時　10月20日(日)午前10時～午後３時
会場　吹上浜公園体育館前広場
同時開催　ＪＡ農業祭
【お問い合わせ先】
吹上秋祭り実行委員会事務局 TEL 248-9409

【第13回吹上秋祭り2019について】

≪中央図書館から≫

　絵本の中のお菓子を作ってみませんか。プリンアラ
モード(容器付き)を作ります。
日時　10月14日(月)午後1時30分～午後3時30分　
場所　伊集院地区公民館調理室（日置市立中央図書館隣）
募集人員　大人、子ども含めて10人
参加費　300円（当日徴収）
申込期限　10月11日(金)まで
【お問い合わせ先】　日置市立中央図書館 TEL 273-6886

【「絵本の中のお菓子作り」募集について】

≪ふきあげ図書館から≫

　ふきあげ図書館では夜のおはなし会を行います。当
日は午後8時まで夜間開館しますので、本の貸出など
もご利用ください。
日時　10月26日(土)　午後6時開場
会場　ふきあげ図書館
内容　
・図書の貸出、ハロウィン写真撮影、館内読書など(午
後6時～午後6時55分)
・ハロウィンバッグを作ろう(午後6時10分～午後6時
40分)※10月１日受付開始、先着20人
・おはなし会(午後7時～午後7時55分)
・絵本や紙芝居、ブラックシアターなど
実演　ぽけっとファンタジー、図書館職員
【お問い合わせ先】　ふきあげ図書館 TEL 245-1711

【ハロウィーンおはなし会～夜の図書館を楽しもう～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

10月 1日(火)午後1時30分～午後4時
10月15日(火)午後1時30分～午後4時
10月 9日(水)午前9時30分～正午
10月23日(水)午前9時30分～正午
10月28日(月)午前9時30分～正午
10月10日(木)午前9時30分～正午
10月24日(木)午前9時30分～正午

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

東市来総合福祉センター
10月 9日(水)午後１時～午後３時
10月23日(水)午後１時～午後３時

10月 8日(火)午後１時～午後３時

日吉老人福祉センター 10月12日(土)午後１時～午後３時
日置市役所吹上支所　1階会議室 10月10日(木)午後１時～午後３時
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◆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

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　妙円寺交流センター

◆第51回伊集院地域運動会
            8：5０～　　  　 伊集院総合運動公園
◆第15回東市来地域運動会
            8：3０～　　  　 東市来総合運動公園
◆第51回日吉地域体育祭
            8：3０～　　  　 日吉運動公園グラウンド
◆第48回吹上地域市民運動会
            9：0０～　　  　 吹上浜公園陸上競技場
◆第17回山神の響炎
 １7：1０～１9：1０　山神の郷公園

◆健康体操
            ９：３０～１１：0０　吹上中央公民館

◆健康体操
            ９：３０～１１：0０　吹上中央公民館
◆元気なりもんそ教室
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
　

◆妙円寺詣りフェスタ2019
１０：００～16：0０　徳重神社境内
◆妙円寺詣り行事大会
            8：2０～        　徳重神社ほか
◆男女共同参画専門員相談
１０：００～１6：００　日置市女性センター銀天街

◆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
 

◆みんなで楽しくリトミック（リズム遊び）【要予約】
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
 

◆保健師相談
１0：0０～１2：0０　日置市女性センター銀天街
◆つくってあそぼう（工作）
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
 

◆第43回妙円寺詣り大行進
            9：0０～１5：4０　鹿児島市西郷公園出発

◆第6回ひおき秋まつり花火大会
１5：0０～　　　　　　　　日吉中学校グラウンド
 

◆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
 

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
永浜小児科内科 ☎272-2829
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医
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◆年金相談【要予約】
１0：0０～１5：0０　東市来支所4階会議室
◆ヨガ【要予約】
１0：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街

◆助産師相談
１0：0０～１2：００　日置市女性センター銀天街
◆男女共同参画専門員相談
１0：0０～１6：００　日置市女性センター銀天街

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆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

伊作田診療所 ☎274-8480
☎272-2468
☎296-2711

松崎内科ひふ科
吹上クリニック

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
☎274-2521
☎273-3195

ゆのもと記念病院
守屋病院

当
番
医

税目等
3期

5期

4期

6期

4期

10月

3期

7期

5期

5期

11月 12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

納税・納付のお知らせ

5

27

博悠会温泉病院 ☎274-2238
野口クリニック ☎272-3211
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

43

◆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）
            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

◆島津義弘公没後400年記念事業「甦る戦国」
１０：００～　　  　日置市役所前庭ほか
◆妙円寺詣りフェスタ2019
１０：００～20：0０　徳重神社境内
◆妙円寺詣り行事大会奉納行事
１3：0０～        　徳重神社

◆妙音十二楽演奏会
１3：0０～        　中島常楽院

◆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
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　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

313029
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館

体育の日

即位礼正殿の儀21

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎273-1616
☎246-8707

うちやま眼科
みゆきクリニック

当
番
医

黒岩眼科 ☎272-2332
☎272-1177康生クリニック

当
番
医

2019年10月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和元年）

◆伊集院地区秋祭り
１7：0０～20：2０　伊集院小学校運動場
◆十五夜祭り・花火大会（住吉）
１8：3０～１9：2０　住吉地区公民館グラウンド

◆おはなし会
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
　

◆妙円寺詣り行事大会（空手道）
            9：3０～　　  　伊集院総合体育館
◆日吉町豊年相撲大会
            9：3０～１5：0０　日吉運動公園相撲場
◆第13回吹上秋祭り２０１９
１0：0０～１5：0０　吹上浜公園体育館前広場
◆メイクで元気に（メイク講座）【要予約】
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：0０（受付）　日置市中央公民館
 

            8：5０～１5：4０　鹿児島市西郷公園出発　

（受付７：４０～８：００） （受付場所：伊集院駅北口）

（花火打上：２０：００～）
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