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≪吹上支所産業建設課から≫

　県立農業大学校では学生の日頃の学習成果のPR
や、農業への理解促進を図ることを目的に、「平成から
令和へ ～時代を受け継がれし 農大祭～」をテーマと
して令和元年度農大祭を開催します。野菜・花・茶・果
物・黒毛和牛肉・黒豚肉・ヨーグルトなどの農畜産物の
販売や、農大・開発センターぐるり一周バスツアー、模
擬店コーナー、お楽しみ抽選会、学習成果などのパネ
ル展示、DVD試写など盛りたくさんの催しが行われま
す。多数のご来場をお待ちしています。
日時　12月7日(土)午前10時～午後2時（雨天決行）
場所　鹿児島県立農業大学校キャンパス内
【お問い合わせ先】
鹿児島県立農業大学校 TEL 245-1071

【令和元年度農大祭の開催について】

≪健康保険課から≫

　11月16日(土)から12月15日(日)は鹿児島レッドリボ
ン月間です。レッドリボンは、HIV感染者・エイズ患者へ
の理解と支援の意思を示すためのシンボルとして使わ
れ始め、その考えに共感した人々によって世界的な
「レッドリボン運動」として発展してきています。エイズ
の原因となるウイルスは、性行為以外の日常的な接触
で感染することはありません。皆さんもエイズについて
正しく理解し、その予防に努めるとともに、患者や感染
者に対する偏見や差別をなくしていきましょう。期間中
は、次の日程で夜間にも、HIV検査（匿名・無料・要予約）
を実施します。詳しくはお問い合わせください。
検査場所　伊集院保健所
検査日時　12月10日(火)午後5時～午後7時
【お問い合わせ先】　伊集院保健所 TEL 273-2332

【鹿児島レッドリボン月間について】

≪健康保険課・福祉課から≫

　こころの健康について、医師による相談会を開催し
ます。対象は、うつ病や気分障がいなどのこころの健
康でお悩みのご本人やご家族の方です。相談会は予約
制で行いますので、相談会の前日までにお申し込みく
ださい。※相談内容および個人情報については、固く
守られます。また、原則として医師による相談会には
保健師が同席します

相談時間　1人当たり1時間
【お問い合わせ先】
本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421
本庁福祉課障害福祉係 　　  TEL 248-9416

【こころの健康相談の開催について】

≪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。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。※事前の予約が必要です
日時　12月11日(水)午前10時～午後3時
場所　日吉支所　会議室
【予約先・お問い合わせ先】
日吉支所市民課市民係 TEL 292-2113

【年金相談について】

≪健康保険課から≫

　ダウン症のお子さまを持つ家族の交流会を開催しま
す。子育て、発達、就学のことや日頃の悩みなどについ
て語り合い、安心してほっと一息つけるようなつどい
です。当日は託児もありますので、参加を希望される
方は、事前にお申し込みください。
日時　12月11日(水)午前10時～正午
対象者　18歳までのダウン症のお子さまをもつ家族
場所　日吉保健センター
内容　ご家族からの体験談の聴講、ご家族同士のフ
　　 リートーク
【申込先・お問い合わせ先】
伊集院保健所 　　　　　　　TEL 273-2332
本庁健康保険課健やか母子係 TEL 248-9421

【ダウン症児家族交流会について】

≪税務課から≫

　国民健康保険税は、国民健康保険制度を支え、医療
費に支払われる貴重な財源です。毎年、８月と12月が
「県下一斉国保税滞納整理強化月間」となっており、市
では、次のことに取り組みます。
1 納期内納付、口座振替の推進
2 納付困難な場合の納税相談の実施
3 税の公平性等による財産差押えの実施
【お問い合わせ先】
本庁税務課管理収納係 TEL 248-9412

【県下一斉国保税滞納整理強化月間について】

≪社会教育課から≫

　新年の喜びとともに、新成人となられる皆さまの前
途を祝福し、市では次のとおり成人式を開催します。
日時　令和2年1月3日(金)受付：午前10時30分から　
　　　開式：午前11時から
場所　日置市伊集院文化会館
対象者　平成11年(1999年)4月2日から平成12年
(2000年)4月1日までに生まれた方。
※本市では、10月１日現在の住所登録者および案内状
送付について事前申出のあった新成人対象者に案内
状を送付しています。案内状の送付を希望される方は
次までご連絡ください。本市の成人式に参加を希望さ
れる方で、案内状が届いていない場合でも参加するこ
とができます。当日会場にて受付を行ってください。
【お問い合わせ先】
《伊集院》本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432
《東市来》東市来支所教育振興課 　　TEL 274-2115
《日　吉》日吉支所教育振興課 　　　TEL 292-2115
《吹　上》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】

≪市民生活課から≫

　「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を尊重
し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々と
が達成すべき共通の基準として、昭和23年（1948年）
12月10日の第3回国際連合総会において採択され、
本年で採択70周年を迎えます。
　国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日
の12月10日を「人権デー（Human Rights Day）」
と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するため
の各種行事を実施するよう要請しています。
　法務省および全国人権擁護委員連合会では、「人権
デー」を最終日とする12月4日から10日までの1週間
を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国
民に呼びかけ、人権尊重思想の普及・高揚を図ります。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権について
考えてみましょう。
【お問い合わせ先】
鹿児島地方法務局人権擁護課 TEL 259-0684

【第70回人権週間について】

≪市民生活課から≫

　平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による
人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎
年12月10日から16日までの1週間を「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」とすることとされました。
　拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権問題
は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされていま
す。解決のためには、この問題について、関心と認識を
深めていくことが大切です。
【お問い合わせ先】
鹿児島地方法務局人権擁護課 TEL 259-0684

【北朝鮮人権侵害問題啓発週間について】

≪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。使用期限の近づいたもの
は、新しいメーターに交換します。交換作業は、市上下
水道課が委託した業者が行いますのでご協力をお願
いします。
交換期間　令和2年１月31日(金)まで
※伊集院地域については、令和2年3月19日(木)まで
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。
・検針に支障が無いよう、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】

≪福祉課から≫

　県では、移動援護相談を実施します。これは戦傷病
者や戦没者のご遺族などに対する援護や軍人恩給に
関する疑問などについて、県庁社会福祉課の職員が直
接ご相談に応じます。事前の申し込みは必要ありませ
んので、この機会に遠慮なくご相談ください。
日時　12月19日(木)午前10時30分～午後2時30分
　　　※当日受付は午後2時まで
会場　日置市中央公民館　3階大会議室
相談内容　
・戦没者などの遺族に対する特別弔慰金
・戦傷病者や戦没者などの妻に対する特別給付金
・援護年金および旧軍人の恩給や扶助料
・その他、援護や軍人恩給に関して、疑問に思っている
  こと
その他　相談内容に関する資料をお持ちの方は、当日
　　　 ご持参ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県庁社会福祉課恩給係 TEL 286-2828

【移動援護相談について】

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

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
12月11日(水)午後１時～午後３時
12月25日(水)午後１時～午後３時

12月10日(火)午後１時～午後３時

日吉老人福祉センター　相談室 12月14日(土)午後１時～午後３時
12月12日(木)午後１時～午後３時日置市役所吹上支所　1階会議室

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≫

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

12月 3日(火)午後1時30分～午後4時
12月17日(火)午後1時30分～午後4時  

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

12月11日(水)午前9時30分～正午
12月25日(水)午前9時30分～正午  
12月 9日(月)午前9時30分～正午
12月23日(月)午前9時30分～正午 
12月12日(木)午前9時30分～正午
12月26日(木)午前9時30分～正午  

≪建設課から≫

　市では、土地利用の変化を踏まえ、計画的で良好な
市街地を形成していくために、用途地域変更の素案を
作成しました。つきましては、住民説明会を開催しま
すので、次の会場の中からご都合に合わせてお越しく
ださい。詳しい内容については、市ホームページに掲
載してありますので、ご覧ください。

【お問い合わせ先】
本庁建設課都市計画係 TEL 273-8871

【東市来都市計画および伊集院都市計画の用途地域変更説明会について】

会　　場
日置市中央公民館　3階研修室2・3
東市来文化交流センター　2階大会議室 

日　　時
12月11日(水)午後7時から
12月12日(木)午後2時から

場　　所
吹上中央公民館
日置市中央公民館

日　　時
12月5日(木)午前10時～正午
12月5日(木)午後2時～午後4時

≪税務課から≫

　市では、市の債権である市税、国民健康保険税、介
護保険料、市営住宅使用料などの自主納付の促進と実
効ある滞納整理を図るために、12月を「滞納整理強化
月間」と定め、全庁一斉に取り組みます。
【お問い合わせ先】
本庁税務課特別滞納整理係 TEL 248-9413

【滞納整理強化月間について】
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日 月 火 水 木 金 土

30 31

◆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
◆女性がん夕方検診
１7：３０～１9：００　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

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上中央公民館
◆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　日吉保健センター

◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆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
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆おはなし会
１0：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆子育て相談（保健師）
１０：００～正午　 日置市女性センター銀天街
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　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
 ゆのもと記念病院 ☎274-2521

樋口クリニック ☎274-9388
うちやま眼科 ☎273-1616

当
番
医

4321
◆特設人権相談
１0：0０～１５：００　日置市中央公民館
◆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

◆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
　

ゆのもと記念病院☎274-2521
鹿児島こども病院 ☎272-2001
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆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

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-1177
☎299-3111

康生クリニック
しいの内科クリニック

当
番
医

税目等

3期

7期

5期

5期

12月
4期

8期

1月

4期

9期

6期

6期

2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

7

29

湯田内科病院 ☎274-1252
野口クリニック ☎272-3211
吹上クリニック ☎296-2711

当
番
医

大石医院 ☎274-3211
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

伊作田診療所 ☎274-8480
じんごあん整形外科内科 ☎272-5151
前原やすしクリニック ☎296-6788

当
番
医

65

◆総合健診（脱漏）
            8：３０～１0：００　日置市中央公民館

 

◆総合健診（脱漏）
            8：３０～１0：００　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
◆子育て相談（助産師）
１０：００～正午　  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

 

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆命の声を聴く自己尊重トレーニング
（ほめ日記講座）【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街
 

◆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
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

◆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

◆いじゅういん梅マラソンジョギング大会
            8：0０～　　　　伊集院総合運動公園
◆まるごと伊集院フェスティバル
１0：0０～　　　　伊集院総合運動公園
◆大人の読書の楽しみ方【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：4０　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
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新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
☎246-5550
☎296-2611

いじゅういん脳神経外科
外科馬場病院
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2019年12月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和元年）

◆まるごと伊集院フェスティバル
１0：0０～　　　　伊集院総合運動公園
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