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平成30年12月 21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。

≪総務課から≫

≪福祉課から≫

主催　公益財団法人私立大学通信教育協会
目的　
(1)大学通信教育に対する社会の認識と理解を啓発する
(2)入学を希望する者に対する希望大学の教育内容の
　　説明と学習相談
開催日　平成31年2月16日(土) 午前11時から午後4時まで
場所　エルガーラホール
　　　（福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ8階）
対象　一般および高校生
内容　各大学、大学院、短期大学別の相談コーナーを
　　設け、参加者は希望する大学の教職員から講義内
　　容・学習方法・受講手続などについて、直接説明を
　　受ける。参加者には大学通信教育の概要、学習方
　　法、開設学科一覧、取得できる教員免許・資格など
　　が掲載されている小冊子「大学通信教育ガイド」
　　（大学・短大編）・（大学院編）を配布する。
その他　参加申込不要・入場無料・入退場自由
【お問い合わせ先】
公益財団法人私立大学通信教育協会
TEL 03-3818-3870

【大学通信教育合同説明会の開催について】

≪消防本部から≫

　新春恒例の消防出初式を東市来地域で開催します。
東市来中学校グラウンドで式典と救助訓練、江口川で
放水訓練を予定しています。その後、東市来文化交流
センターで表彰式を行います。市民の皆さまのご声援
をお願いします。
日時　平成31年１月６日(日)
　　　式典：午前９時から
　　　表彰式：午前10時10分から
※雨天の場合は、午前９時30分から東市来文化交流セ
ンターで表彰式を行います。
【お問い合わせ先】
日置市消防本部総務課 TEL 272-0119

【平成31年日置市消防出初式】

≪中央図書館から≫

  幼児から児童向けのおはなしです。
　ぜひご参加ください。
日時　12月26日(水)
　　　午後３時15分から午後３時45分まで
場所　日置市立中央図書館おはなしコーナー
※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

【「冬休みおはなし会」の開催について】

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】

≪福祉課から≫

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】
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　講座２
日置市中央公民館　講座３

1月  8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12日（土）午後1時～午後3時

吹上支所２階会議室 1月10日（木）午後1時～午後3時

1月  9日（水）午後1時～午後3時
1月23日（水）午後1時～午後3時

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　講座２
日置市中央公民館　講座３

1月15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 1月28日（月）午前9時30分～正午

吹上中央公民館　相談室

1月  9日（水）午前9時30分～正午
1月23日（水）午前9時30分～正午

1月10日（木）午前9時30分～正午
1月24日（木）午前9時30分～正午

≪福祉課から≫

募集人員　２人
業務内容　土橋小学校児童の健全な育成のため適切
　　　　な学習・遊びなどの見守り指導を行う。
勤務時間　
・月曜日から土曜日まで
　午後３時から午後６時まで（延長時間：７時まで）
・児童の長期休暇期間等（夏休み等・土曜）
　①午前８時から午後１時30分まで
　②午後１時から午後６時まで
勤務方法　３～４人体制で交代勤務（土曜は２～３人体制）
勤務先　 土橋地区公民館
賃金　時間額900円
応募資格　次のいずれかに該当する者
(1) 小中学校教員資格を有する者
(2) 保育士資格または幼稚園教諭資格を有する者
(3) 社会福祉経験２年以上を有する者
申込期限　平成31年１月21日(月)まで
【お問い合わせ先】
土橋地区公民館 TEL 273-9130

【土橋児童クラブ指導員募集について】

≪企画課から≫

　携帯電話の新しい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等に影響
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。携帯電話の新しい電波による影響の場合
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。
※受付時間は、午前９時から午後10時まで
電波発射試験予定日　平成31年１月24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テレビ受信障害対策コールセンター
TEL 0120-700-012　TEL 050-3786-0700

【テレビの視聴に関するお知らせについて】

≪介護保険課から≫

 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、鍼灸師を講師に迎え、介護者が元気になる
ツボについての講話と交流会を行います。お気軽にご
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　平成30年１月18日(金)
　　　午後１時30分から午後３時まで
場所　東市来保健センター
対象者　ご家族を介護されている方
　　　　認知症や介護に関心のある方
内容　介護者が元気になるツボについての講話および交流会
【申込先・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】

≪吹上支所教育振興課から≫

　健康交流館ゆーぷる吹上の年末年始の営業を次の
とおりとします。
●12月29日(土)・30日(日) 
　通常どおり
●12月31日(月)
　・プール・温泉　午前10時から午後6時まで
　（午後5時受付終了）
　・レストラン　午前11時30分から午後2時30分まで
　（午後2時オーダーストップ）
●１月１日(火)
　・プール・温泉　午前10時から午後6時まで
　（午後5時受付終了）
　・レストラン　終日休業
●１月２日(水)・３日(木)
　通常どおり
【お問い合わせ先】
健康交流館ゆーぷる吹上 TEL 296-6022
吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

【健康交流館ゆーぷる吹上の年末年始の営業について】

≪市民生活課から≫

【年末年始のごみの収集等について】
● 燃やせる（可燃）ごみ等の収集について
(1)12月30日(日)から１月３日(木)までの間は、ごみ収
集は行いませんので、ごみは出さないようにお願いし
ます。
(2)12月28日(金)と１月４日(金)は、燃やせるごみを全
域収集します。
(3)生ごみ回収事業参加自治会の生ごみについては年
末年始期間中も定期に回収します。
● 粗大ごみ等のクリーン・リサイクルセンターへの
   持ち込みについて
(1)年内は12月29日(土)までに持ち込んでください。
   年末は施設が混みますので、なるべく早くご利用くだ
　 さい。
(2)年始は１月４日(金)から持ち込めます。
(3)受入時間　午前８時30分から正午まで
　　　　　　  午後１時から午後４時まで
【お問い合わせ先】
本庁市民生活課環境１係   TEL 248-9414
東市来支所市民課市民係  TEL 274-2113
日吉支所市民課市民係     TEL 292-2113
吹上支所市民課市民係    TEL 296-2113

≪市民生活課から≫

【年金相談について】
場所・日時　
①吹上中央公民館
　平成31年１月16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
　平成31年１月23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
　　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。
　　　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

≪企画課から≫

【女性活躍推進アドバイザーによる講演の参加者募集について】
　女性が活躍できる環境づくりを推進するための講演
を開催します。
日時　平成31年２月５日(火)
　　　午前10時から午前11時30分まで
場所　日置市中央公民館 １階中ホール
講演名　イクボスで企業は変わる！～女性が活躍でき
　　　　る職場、社員を活かす上司
講師　ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン
　　　代表理事　安藤哲也氏
定員　100人（要申込・先着順）
参加費　無料
申込期限　平成31年１月31日(木)まで
その他　託児が必要な場合は、１月18日(金)までに企
　　　画課へご連絡ください。（託児も無料です。）
　　　　申込用紙は、企画課および各支所窓口にあり
　　　ます。また、市ホームページからもダウンロード
　　　できます。
【申込先・お問い合わせ先】
 本庁企画課国際交流・男女共同参画係
 TEL 248-9403
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日 月 火 水 木 金 土

29 30
◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

28 31

◆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

◆健康相談
１０：００～１１：３０　ゆすいん

◆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

◆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

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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター

321
◆ニューイヤージョギング2019
  ７：００～ ７：３０　日吉運動公園グラウンド

◆平成31年日置市成人式
１１：００～１２：１５　伊集院文化会館

4

◆健康体操
               　９：３０～１１：００　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

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

 ◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００　日置市中央公民館

 ◆平成31年日置市消防出初式
            ９：0０～　　  　東市来中学校グラウンド

大石医院 ☎274-3211
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
前原やすしクリニック ☎296-6788

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
☎273-2135
☎296-2611

☎274-8480
本庄病院
外科馬場病院

☎272-5151
☎296-2711

当
番
医

伊作田診療所
じんごあん整形外科内科
吹上クリニック

当
番
医

浅谷小児科 ☎274-3088
康生クリニック ☎272-1177
しいの内科クリニック ☎299-3111

当
番
医

27

新山皮膚科泌尿器科 ☎274-1775
野口クリニック ☎272-3211
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

2019年 1月
くらしのカレンダーくらしのカレンダー 博悠会温泉病院

まえはらリハビリクリニック
ひおき診療所

☎274-2238
☎272-0088
☎292-2146

樋口クリニック
整形外科はやしだ病院
みゆきクリニック

当
番
医

ゆのもと記念病院
黒岩内科
外科馬場病院

当
番
医

当
番
医

成人の日

税目等 1月 3月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

元日

☎274-2521
☎272-2330
☎296-2611

☎274-9388
☎272-2121
☎246-8707

（受付１０：３０～）

4期

4期

6期

6期

6期
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