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令和2年9月25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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各イベントなどは中止・延期となる場合があります。

≪農林水産課から≫

　日置市内の各地域では、加工部員が加工品の開発・
製造・販売などの活動をしています｡料理が大好きな
方や加工品作りに興味のある方、加工部員と一緒に働
いてみませんか。昔ながらの手間や工夫、生活の知恵
などから郷土料理や加工品などを学ぶことができま
す。興味のある方や働いてみたい方は、下記のお問い
合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
伊集院農村生活センター内下神殿加工部 
TEL 273-4237(連絡は月曜を除く午前７時～午前９時30分)
飯牟礼農産物加工センター内飯牟礼加工部 
TEL 272-2863(連絡は月曜を除く午前７時～午前９時)
日吉農産加工センター内日吉加工グループ 
TEL 292-4252(連絡は水・土・日曜の午前8時～午前11時)
【記事のお問い合わせ先】
本庁農林水産課農政係 TEL 273-8870
日吉支所産業建設課農林水産係 TEL 292-2114

【日置市生活研究グループ加工部員の募集について】

≪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。

【お問い合わせ先】
本庁総務課秘書広報係 TEL 248-9401
または各支所地域振興課自治振興係

【行政相談所の開設について】
≪吹上支所地域振興課から≫

仕事内容　窓口業務（転入転出など住民異動手続きや
パソコン操作など）
募集人員　１人
勤務日数　常勤職員に同じ
勤務時間　午前８時30分から午後５時15分までの間
の7.5時間
勤務先　吹上支所地域振興課市民係
賃金形態　時間額1,011円　社会保険・雇用保険あり
通勤手当　一定の要件を満たす場合に支給
応募方法　会計年度任用職員登録申込書（市指定様
式）１部提出※吹上支所地域振興課および市ホーム
ページ内にあります。
選考方法　書類審査および面接
提出期間　10月９日（金）午後５時まで
【提出先・お問い合わせ先】
吹上支所地域振興課 TEL 296-2113

【日置市会計年度任用職員の募集について】

≪福祉課から≫

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの
尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表
すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給しま
す。まだ請求手続きのお済みでない方は、お尋ねくだ
さい。
支給対象者
令和２年４月１日において、戦没者などに係る公務扶助
料、遺族年金などの年金給付を受ける権利者がいない
遺族のうちお一人。
※「遺族」とは、戦没者などの戦死当時に既に生まれて
いた三親等内の親族で、法律により支給順位や要件が
定められています。
支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
請求期限　令和５年３月31日まで
※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受け
る権利が消滅しますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9419
または各支所地域振興課福祉係

【第11回特別弔慰金について】

≪財政管財課から≫

　工事期間中、市民の皆さまには、騒音、振動、駐車場
の縮小など、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
工事期間　令和２年９月～令和３年３月初旬
【お問い合わせ先】
本庁財政管財課財産活用係 TEL 248-9402

【本庁舎耐震補強工事について】

≪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、交通安全教育指導員を講師に
迎え、交通安全についての講話や運転シミュレーター
体験などを行います。マスクを着用のうえ、ご参加くだ
さい。また、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　10月26日（月）午後１時30分～午後３時
場所　日置市中央公民館　１階　和室
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　交通安全講話および運転シミュレーター体験など
【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～の開催について】

≪企画課から≫

【テレビの視聴に関するお知らせについて】
　携帯電話の電波発射試験を行います。その電波が
地上デジタル放送に近い周波数を利用するため、テ
レビアンテナ設備などに影響がでる場合がありま
す。電波発射予定日以降にテレビ映像に影響がでた
際は、コールセンターへご連絡をお願いします。ま
た、携帯電話の新しい電波による影響がでた場合
は、一般社団法人700MHｚ（メガヘルツ）利用推
進協会が無償で回復作業を行います。
電波発射試験予定日　10月８日（木）
影響が考えられる地域　日置市内一部の地域
【お問い合わせ先】
７００MHｚ（メガヘルツ）テレビ受信障害対策コールセンター 
TEL 0120‐700‐012
※上記番号がつながらない場合
TEL 050‐3786‐0700（有料）
※受付時間は、午前９時～午後10時（土日祝日を含む）

※新型コロナウイルス感染予防対策として、当面の間
　電話相談とさせていただきます。
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≫

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 10月 6日(火)午後1時30分～午後4時
10月20日(火)午後1時30分～午後4時

伊集院地区公民館　会議室３
日置市中央公民館　講座３

10月14日(水)午前9時30分～正午
10月28日(水)午前9時30分～正午

日吉老人福祉センター　相談室 10月12日(月)午前9時30分～正午
10月26日(月)午前9時30分～正午

吹上中央公民館　相談室 10月 8日(木)午前9時30分～正午
10月22日(木)午前9時30分～正午

≪商工観光課から≫

　日置市内で工芸品などを購入する際に使用できるプ
レミアム付商品券を販売する事業を実施します。対象
店舗での購入時にお使いいただくことで、薩摩焼や木
工品、ガラス製品などの工芸品などをお得に購入いた
だけます。
事業名称　「ひおきの逸品」プレミアム付商品券
発行団体　日置市商工会
販売価格　１冊 5,000円（1,000円券×５枚）を3,500
円で販売
プレミアム率　約43％
購入限度　お一人さま　最大5冊まで
使用期限　令和２年12月31日(木)まで
発行限度数　2,000冊（限度数に到達次第販売終了）
主な取扱事業者　市内の工芸品など（薩摩焼、木工
品、ガラス製品など）を製造販売する事業者（取扱事業
者一覧は市ホームページにも掲載しています。）
販売時期　10月15日(木)より販売開始（限度数に達
するまで）
販売場所・時間

※「美山CRAFT　WEEK」は、美山窯元祭りの中止
に伴う代替企画です。
美山CRAFT　WEEKについては、美山窯元祭り実行
委員会（日置市商工観光課内　248-9409）までお問
い合わせください。
【お問い合わせ先】
日置市商工会　伊集院本所 TEL 272-2222

【「ひおきの逸品」プレミアム付商品券の販売について】

販売時間 販売場所

10月31日(土)
11月１日(日)
11月３日(火・祝)

各日
午前９時～午後４時
（期間外は販売しない）

「美山CRAFT WEEK」
本部テント内
（「美山笑点」裏）

10月15日(木)～
11月30日(月)

平日
午前９時～午後４時

日置市商工会本所
または各支所

≪福祉課から≫

 鹿児島障害者職業能力開発校では、障がい者の方の
就職に対して役立つ技能を習得していただくために、
訓練生を募集しています。
（パソコン事務科）

募集期間　10月12日(月)～11月12日(木)
訓練期間　12月16日(水)～令和３年３月15日(月)
訓練時間　午前９時30分～午後４時10分
対象者　障がいのある方で、早期の就職や再就職を目
指す方（就労支援事業所などで支援を受けられている
方も受講可能）
訓練内容　パソコンを利用した訓練
特典　授業料は無料で、給付金が支給される場合があります
【お問い合わせ先】
鹿児島障害者職業能力開発校 TEL 0996-44-2206

【障害者委託訓練生の募集案内について】

定　員 訓　練　場　所

9人 パソコン塾オープン・ウインドウ久木野教室
南さつま市加世田津貫15521番地

場　　所 日　　時
《東市来地域》
東市来支所　３階応接室
《伊集院地域》
市中央公民館　２階小会議室
《日吉地域》
日吉支所　１階相談室
《吹上地域》
吹上支所　２階大会議室１

10月21日(水)午前９時～正午

10月22日(木)午前９時～正午

10月23日(金)午前９時～正午

10月23日(金)午前９時～正午

≪企画課から≫

【趣味で出会えるイベントの参加者募集について】
①恋する青空キッチン～旬野菜で石釜ピザ作り～
開催日時　11月1日(日)午前10時15分～午後5時
②恋するバスツアー～鹿児島のパワースポット巡り～
開催日時　11月21日(土)午前9時45分～午後5時
（共通事項）
集合場所　鹿児島中央駅西口バスターミナル
応募資格　鹿児島市・いちき串木野市・日置市・姶良市
在住の独身者で結婚を希望する20歳から40歳の男女
募集人員　①男女　各20人、②男女　各10人
（応募者多数の場合は抽選）
参加費　（男性）各2,000円　（女性）各2,000円
応募締切　10月15日（木）
応募方法　WEB申込フォームまたはFAXでお申し込
みください。
【申込先・お問い合わせ先】
趣味コン事務局
(MBC開発　広告事業本部内)
TEL 225-0280
※当日は新型コロナウイルス感染
防止対策を講じた上で実施します。 QRコード
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日 月 火 水 木 金 土

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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

26 27 28 29

◆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
１3：2０～１3：3０（受付）　日置市中央公民館

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　東市来保健センター
◆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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　東市来保健センター
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　東市来保健センター

30 31

◆特定健診
            8：0０～１0：００　土橋中学校体育館

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆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
            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
◆年金相談【要予約】
１０：００～１5：0０　吹上支所2階会議室

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆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
　

◆特定健診
            8：0０～１0：００　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
　

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆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　日置市中央公民館

◆特定健診
            8：0０～１0：００　日置市中央公民館
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆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
◆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
◆母子健康手帳交付
１3：2０～１3：3０（受付）　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

◆特定健診
            8：0０～１0：００　日置市中央公民館
 

◆美山CRAFT WEEK
（～11月15日）

 

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆折り紙アート【要予約・託児あり】
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　吹上浜公園グラウンドゴルフ場

いじゅういん脳神経外科 ☎246-5550
前原総合医療病院☎273-3939
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

◆特定健診
            8：0０～１0：００　日置市中央公民館
◆ヨガ【要予約・託児あり】
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街
◆年金相談【要予約】
１0：0０～１5：0０　東市来支所4階会議室

◆健康相談（保健師）
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
◆子育てなんでも相談（チャイまる）
１3：3０～１6：0０　日置市女性センター銀天街

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　　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
　

◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆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
☎272-2121
☎273-3939

整形外科はやしだ病院
前原総合医療病院

当
番
医

税目等
3期

5期

4期

10月

6期

4期

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 3
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せきやま皮膚科 ☎273-1000
前原総合医療病院 ☎273-3939
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

21

◆特定健診
            8：0０～１0：００　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

◆特定健診
            8：0０～１0：００　飯牟礼小学校体育館
◆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

◆総合健診
            8：0０～１0：００　東市来文化交流センター
◆乳幼児の応急手当を学ぼう！
【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：4０　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

湯田内科病院 ☎274-1252
☎272-2527
☎296-2611

久保内科
外科馬場病院

当
番
医

2020年10月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和2年）

◆特定健診・歯周疾患検診
            8：0０～１0：００　日置市中央公民館
◆妙円寺詣り

◆特定健診
            8：0０～１0：００　日置市中央公民館


