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※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。

≪選挙管理委員会から≫

≪教育総務課から≫

【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】

　裁判員候補者と検察審査員候補者は選挙権を有す
る県民の中からくじで選定されます（ただし、20歳未
満を除く）。選定された候補者の方へは、11月中旬こ
ろに「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」または
「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」が届き
ます。国民が司法に参加する２つの制度です。
　ぜひご協力ください。
【お問い合わせ先】
  （裁判員）鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係
　　　　    TEL 222-7157
  （検察審査員）鹿児島検察審査会事務局 
　　　　           TEL 808-3719

【平成31年度の「裁判員候補者」および「検察審査員候補者」について】

≪給食センターから≫≪日吉支所地域振興課から≫

　東市来学校給食センターおよび日置南学校給食セ
ンターの一般職非常勤職員を次のとおり募集します。
仕事内容　給食調理補助および配送補助
募集人員　各１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)
勤務条件　労働保険（雇用・労災）有り
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
　　　　　※様式は本庁および各支所にあります。
　　　　　　市ホームページからもダウンロードできます。
選考方法　書類選考および面接
提出期限　11月12日(月)午後５時まで
【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

【一般職非常勤職員の募集について】

　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】

≪企画課から≫

日時　11月24日（土）午前10時から午後２時まで
場所　伊作地区公民館
　　　（日置市吹上町中原2568番地）
対象者　興味がある方でしたらどなたでも構いません。
　　　　※小学生以下は保護者同伴でご参加ください。
定員　20人（先着順）
参加費　1人500円（材料費込）※当日徴収します。
申込期限　11月16日（金）午後５時まで
申込方法　次まで電話で申し込みください。
【お問い合わせ先】
  吹上町マレーシア交流実行委員会事務局
 （吹上支所地域振興課内）TEL 296-2112

【韓国・マレーシア家庭料理教室の開催について】

　日吉地域内の秋を堪能しながら、窯元・工房・カフェ
などの33店舗が自宅やギャラリーを開放して行われ
る、秋の日吉路３日まつりが開催されます。期間中は各
店舗でたくさんの「限定イベント」が企画され、総合案
内所の明信寺では、カフェやミニライブも行われます。
　各店舗に立つのぼり旗を目印にお越しください。
日時　11月１日(木)から３日（土）まで
　　　 午前10時から午後４時まで
場所　日吉地域内
【お問い合わせ先】
  秋の日吉路３日まつり実行委員会
  実行委員長　東條新一郎 TEL 292-2265
  総合案内所（明信寺） TEL 292-2024

【第８回秋の日吉路３日まつりについて】

≪建設課から≫

　12月に全国で住生活総合調査が行われます。
　この調査は、住生活基本法に基づく住生活の安定・
向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基
礎資料を得ることを目的としています。
　今回は、総務省が10月に実施する住宅・土地統計調
査に回答いただく世帯の中から一部を選び、全国で約
12万世帯を対象に行います。
　11月下旬からポスティングにより調査票を配布し、
郵送・オンラインにより回収しますので、ご協力をお願
いします。
【お問い合わせ先】
  本庁建設課建築係 TEL 273-8871

【平成30年住生活総合調査のご協力について】

≪市民生活課から≫

【不法投棄防止強化月間について】

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
日置市中央公民館 講座３
　　　　　　　　　
日吉老人福祉センター相談室

吹上中央公民館相談室

11月  6日（火）午後１時30分～午後４時
11月20日（火）午後１時30分～午後４時
11月14日（水）午前９時30分～正午
11月28日（水）午前９時30分～正午

11月  8日（木）午前９時30分～正午
11月22日（木）午前９時30分～正午

11月12日（月）午前９時30分～正午
11月26日（月）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 11月10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3

　　　　　　　　　

東市来総合福祉センター　相談室 11月13日(火)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所２階会議室

11月14日(水)午後1時～午後3時
11月28日(水)午後1時～午後3時

11月 8日(木)午前1時～午後3時

≪福祉課から≫
≪福祉課から≫

　県では、産業廃棄物の不法投棄などの根絶を図るた
め、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めてい
ます。期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄
防止パトロールなどを強化しています。不法投棄は重
大な犯罪です。この機会に一人ひとりが「不法投棄を
しない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識
を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょ
う。
　産業廃棄物の不法投棄を発見したら、お近くの地域
振興局（支庁）保健福祉環境部または県庁廃棄物・リサ
イクル対策課までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
  鹿児島県庁廃棄物・リサイクル対策課
  TEL 286-3810

≪商工観光課から≫

【観光人材・ガイド養成講座受講生募集について】
　日置市観光ガイド協会では、観光客の方に市内の観光
地や史跡等を案内していただく観光ガイドを募集してい
ます。2019年に島津義弘公没後400年を迎えるので、戦
国島津関連史跡を中心に座学や現地研修を次のとおり予
定しています。（先着20名様）
募集対象者　・日置市の観光地や歴史などに興味があり
　　　　　　  積極的に活動できる方
　　　　　　・宿泊や交通、物産館関係で、観光客が訪れ
　　　　　　  る施設関係者
活動内容　観光地や観光施設、バスツアーでの案内やス
　　　　　タッフ業務など
研修日程　11月14日（水）、30日（金）、
　　　　　12月11日（火）、20日（木）
　　　　　※日程や内容は変更になる場合があります。
参加費　無料
申込方法　電話またはＦＡＸ
　　　　　※ＦＡＸでお申し込みの際は、名前・性別・年　
　　　　　　齢・電話番号・住所をご記入ください。
申込締切　11月12日（月）午後５時まで
【申込先・お問い合わせ先】
  日置市観光協会　TEL 248-7380　FAX 248-7383

≪社会教育課から≫

　11月１日(木)から７日(水)までの一週間は「文化財
保護強調週間」です。
　文化財は、私たちが暮らす地域の先人が作り、長い
間守られてきた身近な地域の財産です。この大切な財
産を後世に引き継ぐため、文化財を大切にしましょう。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
　市内の埋蔵文化財や有形・無形文化財、史跡・記念物
などに関するお問い合わせは次までお願いします。
【お問い合わせ先】
  本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432

【第65回（平成30年度）文化財保護強調週間について】

≪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のでご協力をお
願いします。
交換期間　平成31年１月31日(木)まで
受託業者
伊集院地域　㈲瑞穂商会、㈲伊集院電気水道設備　
　　　　　　中央工業㈱日置本社、㈲不撓工業
東市来地域　㈲平田環境設備、清文サービスセンター
　　　　　　徳永電機㈱
日吉地域　　㈱日置総合建設、㈲内村工業、㈲今村商会
吹上地域　　㈱三窪建設、㈲長野組
交換時のお願い

※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≫

　女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図ること
を目的として、「女性の人権ホットライン」強化週間
を実施します。
　相談内容は問いません。相談には、法務局職員ま
たは人権擁護委員が応じ、秘密は厳守されます。
実施機関　鹿児島地方法務局
　　　　　鹿児島県人権擁護委員連合会
実施期間　11月12日（月）から18日（日）まで
（1）平日　午前８時30分から午後７時まで
（2）土・日曜日　午前10時から午後５時まで
【お問い合わせ先】
  鹿児島地方法務局全国共通ダイヤル TEL 0570-070-810
  鹿児島地方法務局人権擁護課 TEL 259-0684

【全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間について】

・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。

・給水装置(本管からの給水引き込み管・宅内給水管・給水
用具など)は、設置者の所有物ですので必要な補修は、
メーター交換の受託業者か日置市指定給水装置工事事
業者へご依頼ください。

・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。

≪東市来支所産業建設課から≫

　今年も東市来地域高山地区の活性化や都市と農村
との交流をテーマに、秋の農村を満喫できる体験型の
イベントを開催いたします。皆さまのお越しをお待ち
しております。
日時　11月25日（日）
場所　東市来地域高山地区
内容　
・体験プログラム（午前８時30分～午前11時50分）
①コース　渓流マス釣り大会　　　　　募集人員120人
②コース　新米餅つき体験　　　　　　募集人員30人
③コース　棚田「田の神まつり」　　　   募集人員100人
④コース　こんにゃく手作り体験　　　  募集人員35人
⑤コース　「かずら工房」手づくり体験　募集人員30人

【申込先・お問い合わせ先】
  東市来支所産業建設課農林水産係 
  TEL 274-2114　FAX 274-4079　

【第17回 高山ふるさと秋まつりについて】

・ステージショー
・農産物等大抽選会（午後２時～午後２時50分）
・農林産物特産品販売（午前８時30分～午後３時）
・特製石釜ピザの実演販売（午前10時30分～なくなり次第終了）
・マスの塩焼きコーナー
※体験プログラム（各コース）の参加申し込みは、11月１日（木）
から電話、FAXにて受け付けます。

日置市ホームページ



3

10

17

24

9

16

23

8

15

22

7

14

21

6

13

20

5

12

19

26

4

11

18

日 月 火 水 木 金 土

2725 28
◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

29 30
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上中央公民館

◆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
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：３０　日置市中央公民館

◆日吉地域子ども会大会・読書大会
  ９：００～正午　日吉中央公民館
◆平成30年度元気まつり・筋ちゃんサミット
13:30～ 　　　日吉老人福祉センター
（正午～　開場・展示コーナー開設）

 

◆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

◆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
◆健康相談
            ９：３０～１１：3０　吹上保健センター

◆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　日吉保健センター

◆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
13：３０～１5：００　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　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（転倒予防教室）
            ９：３０～１１：３０　B&G東市来海洋センター
◆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

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

21

◆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

◆第33回美山窯元祭り
         ９：００～１６：００　東市来町美山

◆第33回美山窯元祭り
         ９：００～１６：００　東市来町美山
◆日吉地域文化祭(展示)
         ９：００～１６：００　日吉老人福祉センター
◆伊集院地域文化祭
         ９：3０～　　　　 伊集院文化会館
◆東市来地域文化祭
10：0０～　　　　 東市来文化交流センター

◆第33回美山窯元祭り
         ９：００～１６：００　東市来町美山
◆日吉地域文化祭(芸能発表・展示)
１２：３０～１５：３０　日吉老人福祉センター
◆日吉地域産業祭
        ９：００～１４：００　日吉老人福祉センター

◆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

◆健康相談
   ９：３０～１１：3０　日置市中央公民館

◆第56回吹上地域市民駅伝競走大会
スタート　１0：3０～
吹上地域内（平鹿倉地区スタート）
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００　日置市中央公民館

◆第13回東市来地域駅伝競走大会
スタート　１4：0０～　東市来地域内

伊作田診療所 ☎274-8480
本庄病院 ☎273-2135
山之内クリニック☎296-2025

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
はやしだ整形外科
みゆきクリニック

☎272-2121
☎246-8707

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
うちやま眼科 ☎273-1616
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
吹上クリニック ☎296-2711

当
番
医

大石医院 ☎274-3211
康生クリニック ☎272-1177
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

税目等 11月 1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

4期

3期

5期

5期

5期

4期

4期

納税・納付のお知らせ

2018年

11月くらしのカレンダーくらしのカレンダー （平成30年）

◆第50回日吉地域一周駅伝競走大会
   ９：００～正午　　日吉地域

文化の日

勤労感謝の日

樋口クリニック ☎274-9388
黒岩内科
黒岩眼科

☎272-2330
☎272-2332

ひおき診療所 ☎292-2146

当
番
医
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