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平成30年9月28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。

≪市民生活課から≫ ≪吹上支所地域振興課から≫

≪教育総務課から≫

【第16回山神の響炎の開催について】

【平成31年度市立幼稚園入園説明会および園児募集について】

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】
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
　　　　　　　　　
日吉老人福祉センター相談室
吹上中央公民館相談室

10月  2日（火）午後１時30分～午後４時
10月16日（火）午後１時30分～午後４時
10月10日（水）午前９時30分～正午
10月24日（水）午前９時30分～正午
10月22日（月）午前９時30分～正午
10月11日（木）午前９時30分～正午
10月25日（木）午前９時30分～正午相談従事者　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　事前の予約が必要です。
　　　　相談時間は１人３０分程度
【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】

日吉老人福祉センター　相談室 10月13日(土)午後1時～午後3時

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２

　　　　　　　　　

東市来総合福祉センター　相談室 10月  9日(火)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所２階会議室

10月10日(水)午後1時～午後3時
10月24日(水)午後1時～午後3時

10月11日(木)午前1時～午後3時

場所・日時
①吹上中央公民館
　10月10日（水）午前10時から午後３時まで
②東市来支所第４会議室
　10月17日（水）午前10時から午後３時まで
内容　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金をも
　　らう手続きや仕組み、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。
　　　予約されてからの相談、申請となりますので、予
　　約をお願いします。
　　　なお、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。
【予約先・お問い合わせ先】
  ①吹上支所市民課市民係 TEL 296-2113
  ②東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

【年金相談について】

≪社会教育課≫

≪財政管財課から≫

日時　平成31年１月３日（木）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10年４月２日から平成11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、就職や進学等で市外に住民票
のある方など）につきましては、次までご連絡ください。
なお、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の送付とさせていただき
ますので、あらかじめご了承ください。
対象者報告期限　11月９日（金）まで
案内状送付時期　12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

【平成31年日置市成人式の開催について】

≪ふきあげ図書館から≫

　この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくり
や環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上の
ために使われます。
発売期間　10月１日（月）から23日（火）まで
抽せん日　10月30日（火）
販売金額　各１枚３００円
ハロウィンジャンボ宝くじ　当せん金
１等：３億円×９本　１等前後賞：１億円×１８本　ほか
ハロウィンジャンボミニ　当せん金
１等：３，０００万円×２０本　１等前後賞：１，０００万円×４０本ほか
【お問い合わせ先】
  公益財団法人鹿児島県市町村振興協会
  TEL 206-1001

【ハロウィンジャンボ宝くじ等について】

≪中央図書館から≫

　秋の読書週間にあわせて、「読書まつり」を開催し
ます。おはなし会などを通じ、読書に親しみ、おはな
しの世界を味わってみませんか。ぜひご参加ください。

※事前申し込みは不要ですが、10人以上の団体での      
　参加の場合は中央図書館へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
  日置市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886
  

【「読書まつり」について】

≪福祉課から≫

≪福祉課から≫

　7,000本の手作りの小松明が一斉に灯され、幻想的
な異空間を広げ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のほか、ジミー入枝＆キングダウ
ンズショー、山神そば早食い大会など披露されます。
　秋の田園地帯に、「響く音と、ゆらめく炎」に心を癒
すイベント内容となっています。
日時　10月７日（日）
　　　・ステージ　午後5時20分から
　　　・点火セレモニー　午後6時15分から
会場 　山神の郷公園（日置市吹上町永吉8194）
※雨天時は「公演のみ永吉地区公民館」で開催。松明点灯
は翌日の８日（月）に順延します。
【お問い合わせ先】
  永吉地区公民館 TEL 297-2005
  吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

　平成31年度市立幼稚園新入園児の募集を前に、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。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23日（火） TEL 274-6261　
飯牟礼幼稚園　10月22日（月） TEL 273-4126
土橋幼稚園　10月24日 (水） TEL 273-9200
日吉小附属幼稚園　10月17日（水） TEL 292-3253
　説明会の時間は午前11時から午前11時30分まで。
当日の10時からは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、来年度園児募集時に園児が
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（木）から９日（金）まで
※入園願書は各園および本庁教育総務課、各支所教
　育振興課にあります。
※願書提出の際は、各園へ必ずお子さま同伴でお越
　しください。
※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

≪福祉課から≫

　鹿児島県では、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
護や軍人恩給などに関する疑問について、県庁社会
福祉課の職員が直接相談に応じます。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。
会場・日時
①いちき串木野市役所串木野庁舎
　10月18日(木)午前10時30分から午後２時30分まで
②南さつま市防災センター「あんぼう21」
　12月20日(木)午前10時30分から午後２時30分まで
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
・旧軍人の恩給や扶助料
・その他、援護や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】

伊集院地区公民館
大ホール

10月27日(土)午前11時～午前11時30分 児童

３歳児未満

小学生

小学低学年

場　　所 日　　時 対象年齢
日置市立中央図書館

10月29日(月)午後  2時～午後2時40分

10月31日(水)午前  9時25分～午前10時10分
　　　　　　 午前10時25分～午前11時10分

11月  ３日(土)午前11時～午前11時30分
　　　　　　 午後  3時～午後  3時30分

≪中央図書館から≫

　次のとおり「司書さん体験」・「おはなしレシピ」を
募集します。ぜひご参加ください。

申込期限　10月24日（水）まで　※電話・ＦＡＸ可
【申込先・お問い合わせ先】
  日置市立中央図書館 TEL・FAX 273-6886
  

【「司書さん体験」・「おはなしレシピ」の募集について】

【おはなしレシピ】
絵本のお菓子
作り体験

11月３日（土）
・午前の部
  午前10時～正午
・午後の部
  午後2時～午後4時

11月４日（日）
午後1時30分～
午後3時30分

場　　所日　　時 対象年齢
小学４年生以上
※申し込み多
数の場合は、６
年生を優先し
ます。

小学４年生以上

募集人員等
【司書体験】
図書館のお仕事体験

10人
参加費：
300円
エプロン、
三角巾

午前・午後
各４人
参加費：無料

日置市立
中央図書館

伊集院地区
公民館
調理室

　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20日(土)　午後6時開場・受付開始
会場　ふきあげ図書館
内容　・おはなし会（午後6時15分から午後7時20分まで）
　　絵本やブラックシアター、クロスシアターなど
　　　・おりがみでハロウィーンを折ろう
　　（午後7時20分から午後7時50分まで）
人員　先着20人
実演　ぽけっとファンタジー、職員
【予約先・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　日時　10月18日(木)午前９時から正午まで
　　　　　　場所　東市来支所　３階応接室
伊集院地域　日時　10月18日(木)午前９時から正午まで
　　　　　　場所　市中央公民館　２階小会議室
日吉地域　日時　10月18日(木)午前９時から正午まで
　　　　　場所　日吉支所　１階相談室
吹上地域　日時　10月19日(金)午前９時から正午まで
　　　　　場所　吹上支所　２階応接室
【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】
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日 月 火 水 木 金 土

3028

◆第５０回伊集院地域運動会
   8：5０～ 　　  伊集院総合運動公園
◆第14回東市来地域運動会
   8：３０～  　    東市来総合運動公園
◆第５０回日吉地域体育祭
   8：３０～       日吉運動公園グラウンド
◆第16回山神の響炎
１７：２０～　 　　　   山神の郷公園

31
◆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

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

◆第42回妙円寺詣り大行進
  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）

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆健康相談
１０：００～１１：３０　ゆすいん

◆妙円寺詣りフェスタ2018
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

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

◆日吉町豊年相撲大会
   ９：0０～１6：3０　日吉運動公園相撲場
◆吹上秋祭り2018
１０：００～１５：００　吹上浜公園陸上競技場
◆妙円寺詣り行事大会(空手道)
   ９：３０～　　　 伊集院総合体育館

◆健康相談
   ９：３０～１１：3０　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

◆第５回ひおき秋まつり花火大会
１６：００～　   日吉中学校グラウンド
（花火打上　２０：００～）

◆健康相談
  ９：３０～１１：3０　日置市中央公民館
　　

54321

◆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
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

◆育児相談
  ９：３０～１１：0０　日吉保健センター
◆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
　　

◆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　東市来保健センター

◆健康スマイル・ハンサム教室
   ９：３０～１１：００　吹上浜公園

◆育児相談
   ９：３０～１１：3０　日吉保健センター

◆日置おもちゃ病院開院
13：0０～１5：0０　日置市中央公民館

守屋病院 ☎273-3195
まえはらリハビリクリニック☎272-0088
ひおき診療所 ☎292-2146

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
鹿児島こども病院
みゆきクリニック

☎272-2001
☎246-8707

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
いじゅういん脳神経外科 ☎246-5550
しいの内科クリニック ☎299-3111

当
番
医

樋口クリニック ☎274-9388
永浜小児科内科 ☎272-2829
吹上クリニック ☎296-2711

当
番
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
せきやま皮膚科 ☎273-1000
山之内クリニック ☎296-2025

当
番
医

税目等 11月 12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

3期

4期

3期

5期

5期

5期

4期

4期

納税・納付のお知らせ

体育の日

2018年10月
くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （平成30年）

◆妙円寺詣りフェスタ2018
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
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