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令和元年12月20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。

≪消防本部から≫

　新春恒例の消防出初式を、次の日程で開催します。
　消防職団員が日頃の訓練の成果を披露しますので、
多数のご声援をよろしくお願いします。
日時　令和2年1月5日(日)午前9時から
場所　伊作小学校運動場
 　　  吹上中央公民館（表彰式典）
内容　分列行進、規律訓練、救助訓練、放水訓練
※雨天の場合は、午前9時30分から吹上中央公民館で
表彰式を行います。
【お問い合わせ先】
消防本部総務課 TEL 272-0119

【令和２年日置市消防出初式】

≪商工観光課から≫

　室内造形科(木工)訓練生が製作した家具を展示即
売します。
即売品　ローチェスト、整理タンス、書棚、和風キャビ
ネットなど　約22種類、約300点
即売期間　令和2年1月20日(月)～22日(水)　　　　
　　　　　 午前8時30分～午後5時
注意事項　買上品の配達はできません。お客さま自身
で持ち帰りください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県立宮之城高等技術専門校
TEL 0996-53-0207　FAX 0996-53-0993

【鹿児島県立宮之城高等技術専門校訓練生作製家具展示即売について】

≪東市来学校給食センターおよび日置南学校給食センターから≫

　市では、調理補助員（一般職非常勤職員）を次のと
おり募集します。
仕事内容　学校給食調理補助
募集人員　東市来学校給食センター　1人
　　　　　日置南学校給食センター　2人
勤務日数　月14日以内(月曜から金曜まで）
勤務時間　午前8時30分から午後5時まで(7.5時間)
　　　　　※半日勤務あり
保険　労働保険（雇用・労災）
賃金　時間額810円
応募方法　一般職非常勤職員等登録申込書１部提出
※申込書は本庁および各支所、東市来学校給食セン
ター、日置南学校給食センターにあります。市ホーム
ページからもダウンロードできます。
選考方法　書類審査および面接
提出期限　令和2年1月20日(月)午後5時まで
【提出先・お問い合わせ先】
東市来学校給食センター TEL 274-0074
日置南学校給食センター TEL 296-3550

【調理補助員の募集について】

≪建設課から≫

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感
電事故など、大惨事を引き起こす可能性があります。
　建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採など、線
路に近接した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご相談くだ
さい。
※詳しくはＪＲ九州ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
本庁建設課管理係　　　　  TEL 273-8871
ＪＲ九州 鹿児島鉄道事業部   TEL 256-1895

【鉄道近接工事について】

≪商工観光課から≫

　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入校
生を募集します。
訓練科目　室内造形科・建築工学科
募集期限　令和2年1月10日(金)まで
対象者　中学生、高校生、一般（おおむね30歳までの方）
応募資格
《室内造形科》
義務教育修了程度以上。令和2年3月に高等学校または
中学校を卒業見込みの者を含む。
《建築工学科》
高卒程度以上。令和2年3月に高等学校卒業見込みの者
を含む。
選考日　令和2年1月24日(金)
選考場所　県立宮之城高等技術専門校
選考方法　筆記試験（総合問題）、面接
合格発表　令和2年2月3日(月)
※詳しくは本校募集案内またはホームページをご覧く
ださい。
【お問い合わせ先】
鹿児島県立宮之城高等技術専門校
TEL 0996-53-0207　FAX 0996-53-0993

【鹿児島県立宮之城高等技術専門校 令和２年度訓練生一般選考（C日程）について】

≪商工観光課から≫

　国では、消費者の皆さまに幅広くキャシュレスをご
活用いただくため、キャッシュレス決済についての基本
的な使い方の説明などを行う「キャッシュレス使い方
講座」を開催することとしています。
　日置市でも次の日程で開催しますので、ご興味のあ
る方は、ぜひご参加ください。
日時　令和2年1月14日(火)午前11時～正午
場所　日置市中央公民館　3階研修室2・3
内容　①キャッシュレス決済について
　　　②主なキャッシュレス手段について
　　　③ポイント還元事業について
申込期限　令和2年1月8日(水)
参加申込　参加をご希望される場合は、次までご連絡
をお願いします。なお、参加人数に限りがございますの
で、定員に達した場合、先着順とさせていただきます。
【お問い合わせ先】
本庁商工観光課商工政策係 TEL 248-9409

【「キャッシュレス使い方講座」の開催について】

≪企画課から≫

　日置市、鹿児島市、いちき串木野市、姶良市の4市合
同で企業面談会を開催します。Ｕ・Ｉ・Ｊターンの方もぜ
ひお越しください。
日時　令和2年1月13日(月)午後1時～午後5時
会場　かごしま県民交流センター大ホール
対象者　日置市、鹿児島市、いちき串木野市、姶良市で
就職希望の方
参加企業　日置市、鹿児島市、いちき串木野市、姶良市
の就業場所において正社員を募集する企業42社(予定)
その他　入場無料、事前登録不要、入退場自由
【お問い合わせ先】
南日本リビング新聞社事業推進部 TEL 222-7290

【４市合同企業面談会について】

≪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　1月22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】

≪福祉課から≫

　現在、日置市内の保育園などでは保育士・保育教諭・
幼稚園教諭が不足しています。保育士・保育教諭・幼稚
園教諭の資格をお持ちで、保育園などでの勤務や職場
復帰を考えている方、日置市の子育てにあなたの資格
を生かしてみませんか。　
　詳細は、各保育園などにお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
《伊集院地域》
清光保育園　　　　　　TEL 273-4457
あづま保育園 　　　　　TEL 273-1277
つつじが丘保育園      TEL 273-1160
いじゅういんきた保育園 TEL 272-2670
朝日ヶ丘ジュニア保育園 TEL 201-3211
朝日ヶ丘幼稚園 　　　　TEL 273-2843
伊集院幼稚園　　　　　TEL 273-1280

《東市来地域》
ゆだこども園　　　　　TEL 274-0260
田代保育園　　　　　　TEL 274-9420
美山保育園　　　　　　TEL 274-0312
ゆのもと保育園　　　　TEL 274-1083

《日吉地域》
吉利保育園　　　　　　TEL 292-4014
扇尾保育園　　　　　　TEL 292-4775
認定明信寺こども園　　TEL 292-3279

《吹上地域》
常楽寺保育園　　　　　TEL 296-2167
厳浄寺保育園　　　　　TEL 296-3888

【保育士・保育教諭・幼稚園教諭の募集について】

≪上下水道課から≫

　寒さが厳しくなり、気温が下がると水道管が凍結し
て水が出なくなる恐れがあります。さらに、凍結により
破損事故が起こり、修理に高い費用がかかってしまい
ます。凍結防止策として、市販の保温材や布を巻き付
けるなど、いざという時に備え、早めの予防を心掛け
ましょう。また、水道を長時間使用しない場合、または
空き家などは、止水栓を閉めておくことも予防策とな
ります。
【お問い合わせ先】
本庁上下水道課水道管理係 TEL 272-2336
東市来分室 　　　　　　　TEL 274-2114
日吉分室　　　　　　　　 TEL 292-2114
吹上分室　　　　　　　　 TEL 296-2114

【冬場の水道管凍結や破損について】

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
　講座1

東市来総合福祉センター　相談室 1月14日(火)午後1時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 1月11日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　１階会議室 1月 9日(木)午後1時～午後3時

1月 8日(水)午後1時～午後3時
1月22日(水)午後1時～午後3時

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≫

≪総務課から≫

　スポーツをする子どもたちを食事の面から支える保
護者や指導者の方々に知っておいてほしい情報をお
話しします。
日時　令和2年2月13日(木)
　　　午後6時30分～午後8時
場所　東市来文化交流センター　大会議室
内容　ジュニアアスリートに必要な栄養・食事に関する
情報、特に補食についてもお話しします。
対象　スポーツをするお子さんの保護者や指導者
定員　40人
参加料　無料
申込締切　定員になり次第締め切ります。
申込方法　インターネット受付
https://forms.gle/z1UP49knyT5axExX7
※申し込みフォームから「東市来地区」で
お申し込みください。
主催　公益社団法人鹿児島県栄養士会スポーツ栄養部会
【お問い合わせ先】
鹿児島県栄養士会スポーツ栄養部会　東市来地区 
担当：西村
TEL 0996-23-5311（鹿児島純心女子大学内）

【「わかる！活かせる！スポーツ栄養セミナー」の開催について】

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室
　講座1

東市来総合福祉センター　相談室 1月 7日(火)午後1時30分～午後4時
1月21日(火)午後1時30分～午後4時

1月 9日(木)午前9時30分～正午
1月23日(木)午前9時30分～正午

1月27日(月)午前9時30分～正午

1月 8日(水)午前9時30分～正午
1月22日(水)午前9時30分～正午

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館 相談室

申し込みフォーム
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日 月 火 水 木 金 土

◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

27 28 29 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

◆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

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター

◆子育て相談(保健師・助産師)
１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街
◆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
◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆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
　

◆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

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆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
◆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
 

◆令和２年日置市成人式
１1：0０～１2：15　伊集院文化会館
 

◆鬼火焚き・花火大会（坊野）
15：0０～１8：００　坊野地区公民館館庭

博悠会温泉病院 ☎274-2238
守屋病院 ☎273-3195
山之内クリニック☎296-2025

当
番
医

◆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
　

1 元日

浅谷小児科 ☎274-3088
本庄病院 ☎273-2135
外科馬場病院 ☎296-2611 久保内科 ☎272-2527 外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
黒岩整形外科内科☎272-2330

当
番
医

新山皮膚泌尿器科☎274-1775
ゆのもと記念病院☎274-2521

当
番
医

◆第15回「日新公いろは歌」かるた取り大会
            ９：0０～正午　　吹上砂丘荘

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆ニューイヤージョギング2020
            7：0０～            7：３０　日吉運動公園グラウンド

◆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
☎273-1811
☎246-8707

橋本耳鼻咽喉科
みゆきクリニック

当
番
医

樋口クリニック ☎274-9388
☎246-5850
☎296-2611

たもつクリニック
外科馬場病院

当
番
医

税目等
4期

8期

1月

4期

9期

6期

6期

10期

2月 3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

4

26

伊作田診療所 ☎274-8480
野口クリニック ☎272-3211
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

32

◆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

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館
◆美山鬼火焚き・花火大会
15：0０～１8：００　美山池広場

◆身体リセットストレッチ【要予約・託児あり】
10：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街

◆令和２年日置市消防出初式
         9：００～　  　   伊作小学校運動場
◆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

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

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
☎272-2332
☎296-2711

黒岩眼科
吹上クリニック

当
番
医

成人の日

2020年 1月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和2年）

（受付１０：３０～）

◆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
◆国際交流員アンちゃんのメドゥプ工房【要予約・託児あり】
10：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街

（受付8：３０～）
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