
≪企画課から≫

　市の誘致企業である昭光エレクトロニクス株式会社
において、事業拡張のため、次のとおり従業員を募集
します。
会社名　昭光エレクトロニクス（株）
勤務地　伊集院町徳重1786-６
業務内容　
(1)機械操作（マシンオペレータ）および付随する業務
(2)電子部品外観検査、その他軽作業
採用形態　
(1)契約社員（正社員登用あり）
(2)フルタイム・パートタイム
募集人員　(1)30人程度　(2)10人程度
勤務時間
(1)午前８時30分～午後５時、午後８時30分～午前５時
※上記勤務帯を３班編成で勤務（残業あり）
(2)午前８時30分～午後10時の間で５時間以上
（土日・祝日休み）
給与　(1)当社規程による　(2)時間額820円から
雇用期間　(1)６カ月更新　(2)３カ月更新
諸手当　(1)交替制手当、深夜勤務手当、通勤手当
　　　　(2)通勤手当
保険　
(1)雇用・労災保険、社会保険（健康保険、厚生年金）
退職金制度あり（勤続２年以上対象）
(2)雇用・労災保険、フルタイムの場合社会保険
提出書類　履歴書（写真貼付）
提出期限　随時受付※履歴書を次の提出先へ郵送す
るか、お電話でお問い合わせください。
【提出先・お問い合わせ先】
〒899-2502　日置市伊集院町徳重1786-6
昭光エレクトロニクス㈱　山田 TEL 273-1111

【誘致企業求人について】

≪福祉課から≫

　日置おもちゃ病院では、物の大切さとリサイクルの
習慣を広める活動として、毎月第２日曜日に日置市中
央公民館にて無償（材料代は別途必要）でおもちゃの
修理を行っています。11月は東市来地域で出張開催し
ます。ぜひご来院ください。
日時　11月8日（日）　午後１時～午後３時
場所　東市来総合福祉センター
内容　壊れたおもちゃの修理再生
【お問い合わせ先】
日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【日置おもちゃ病院の出張開院について】

≪総務課から≫

募集項目　陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格　15歳以上17歳未満
○東市来地域　
会場　東市来文化交流センター　大会議室
日時　11月15日(日)午前10時～午前11時30分
○日吉地域　
会場　日吉老人福祉センター　会議室
日時　11月15日(日)午後１時～午後２時30分
○伊集院地域　
会場　日置市中央公民館　２階研修２・３
日時　11月15日(日)午後３時30分～午後５時
○吹上地域　
会場　吹上中央公民館　研修室
日時　11月22日(日)午前10時～午前11時30分
受付期間　11月１日(日)～令和３年１月６日(水)
試験期日　１次　令和３年１月23日(土)　　　　　
　　　　　２次　令和３年２月 ４日(木)～７日(日)
合格発表　１次　令和３年１月29日(金)
　　　　　最終　令和３年２月18日(木)
入校　令和3年４月上旬
【お問い合わせ先】
自衛隊鹿児島地方協力本部鹿児島募集案内所
TEL 251-7802

【陸上自衛隊高等工科学校生徒募集説明会日程について】
≪商工観光課から≫

　市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
けた中小企業者などの事業の継続を支援するため、感
染症防止対策または事業継続のために必要な事業を
実施する中小企業者などに対し予算の範囲内におい
て交付金を交付します。
交付対象者　
市内に営業所、事務所、店舗などを有し、次のいずれか
に該当する事業者
(1)中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業
者（個人事業者を含む）
(2)資本金の額または出資の総額が３億円以下の法人
（会社を除く）
(3)常時使用する従業員の数が300人以下の法人（会
社を除く）
交付対象事業など　
令和２年４月１日から同年12月31日までに支払った次の
事業にかかる経費（消費税および地方消費税に相当す
る額は除く。対象経費総額３万円未満は交付対象外。）
(1)対面業務を行う施設などの感染症防止対策に必要
な事業
施設などの消毒や清掃衛生対策のための消耗品または
備品の調達、施設改修などに必要な経費
(2)事業継続のために必要な事業
売上向上、消費喚起、販路開拓などの事業継続の取り組
みの実施に必要な経費
交付金額など　　
○対象経費の総額に相当する額（交付率10分の10、交
付金上限額20万円）
○交付金の交付は、同一の交付事業者につき１回を限度
申請書類の取得
○市ホームページまたは本庁商工観光課・各支所地域
振興課で取得できます。
申請書受付期限　令和３年２月１日（月）当日消印有効
申請方法　下記のお問い合わせ先まで郵送でお願い
します。ただし、本庁商工観光課（１階ロビー臨時窓
口）または各支所地域振興課に持参された場合も受付
できます。
その他　詳細については市ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
〒899-2592　日置市伊集院町郡一丁目100番地
本庁商工観光課商工政策係 TEL 248-9409

【中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費交付金について】

≪学校教育課から≫

　11月２日（月）、11月４日（水）から６日（金）までの４
日間は令和２年度「学校を見に行こう」週間です。日置
市内の市立幼稚園・小・中学校を、どなたでも何回でも
参観できます。子どもたちの健全育成のために、学校・
家庭・地域の連携をより一層深める機会にしたいと考
えています。皆さまのご来園・ご来校を心よりお待ちし
ています。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、以下のことについてご理解とご協力をお
願いします。
(1)来園、来校される際は、必ず検温を行ってから参観
してください。
(2)咳やくしゃみ、発熱などの風邪の症状がある場合
は、参観を見合わせてください。
(3)受付時に、体温の確認をさせていただきます。（各
園、各学校で、体温計を準備します。）
(4)学校などでは、マスクを持参し、必ず着用するよう
にしてください。
(5)参観中は、手洗いやアルコールなどによる手指消
毒に努めてください。
【お問い合わせ先】
本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431

【令和２年度「学校を見に行こう」週間について】

≪市民生活課から≫

　鹿児島県では、毎年11月を「不法投棄防止強化月
間」と定めています。県は、期間中、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ます。
不法投棄は、法律に反する重大な犯罪です。この機会
に市民一人一人が、「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、美しく、きれいな、住みよい日置市をつくりま
しょう。また、産業廃棄物の不法投棄を発見したら、鹿
児島地域振興局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】
県庁廃棄物・リサイクル対策課 TEL 286-3810
本庁市民生活課生活環境係 TEL 248-9414

【不法投棄防止強化月間について】

≪商工観光課から≫

　例年12月に日置市伊集院総合運動公園にて開催して
いる「まるごと伊集院フェスティバル」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため今年度は中止します。
【お問い合わせ先】
本庁商工観光課観光戦略係 TEL 248-9409

【第26回まるごと伊集院フェスティバルの中止について】

≪社会教育課から≫

　11月１日（日）から７日（土）までの一週間は「文化財
保護強調週間」です。文化財保護法などにより、周知の
埋蔵文化財包蔵地における造成・建築といった開発工
事、指定・登録文化財の現状変更や所有者変更などは、
所定の手続きが必要です。また、開発に伴い遺物・遺構
が発見された場合も、発見届が必要です。市内の文化
財については、下記までお問い合わせください。また、
文化財の管理者におかれましては、防犯・防災対策の
徹底をお願いします。文化財は、私たちが暮らす地域
の先人が残し、長い間守られてきた身近な財産です。
この財産を後世に引継ぐため、文化財の保護に皆さま
のご理解とご協力をよろしくお願いします。
【お問い合わせ先】
本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432

【第67回（令和２年度）文化財保護強調週間について】

≪吹上支所地域振興課から≫

　吹上町マレーシア交流実行委員会では、市民と市内
に居住する外国人の方と各国の料理試食やゲームを
通じて、お互いの文化に触れることを目的とした世界
料理教室を開催します。日置市在住のCIR・ALTと一
緒に楽しく外国料理を作ってみませんか。
日時　11月28日(土)　午前10時～午後２時
場所　吹上中央公民館　調理室
参加費　１人500円(材料費込)※当日回収します。
募集人数　10人（定員になり次第締め切ります）
申込期限　11月20日（金）午後５時まで
講師　マレーシア出身国際交流員(CIR)
　　　スコットランド出身外国語指導助手(ALT)
メニュー（予定）　マレーシアの麺類料理、スコットラ
ンドのデザート
※感染症対策としてマスク着用をお願いします。体調
などに不安がある場合は来場をお控えください。
【申込先・お問い合わせ先】
吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

【世界料理教室の参加者募集について】
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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≫

※新型コロナウイルス感染症予防対策として、
　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≫

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室

東市来総合福祉センター　相談室 7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 7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 7月 9日(木)午後1時～午後3時

7月 8日(水)午後1時～午後3時
7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≫

場　　所 日　　時
東市来総合福祉センター　相談室

伊集院地区公民館　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11日(水)午前9時30分～正午
11月25日(水)午前9時30分～正午

11月17日(火)午後1時30分～午後4時

11月 9日(月)午前9時30分～正午

11月12日(木)午前9時30分～正午
11月26日(木)午前9時30分～正午



勤労感謝の日

3
◆東市来地域文化祭
10：00～　　　　東市来文化交流センター
◆伊集院地域文化祭
１3：0０～１4：4０　伊集院文化会館

日 月 火 水 木 金 土

◆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

◆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
           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

7月
7

税目等

6期

4期

11月

3期

7期

5期

5期

12月
4期

8期

1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
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◆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

65
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆親子はぐくみヨガ【要予約・託児あり】
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街
◆学校を見に行こう週間

2020年

11月くらしのカレンダーくらしのカレンダー （令和2年）

28

14

21

13

20

27

12

19

26

11

18

25

10

17

24

98

2

16

23

1

15

22

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆育児相談
           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
◆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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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

◆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13：20～13：30　日置市中央公民館

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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　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
　

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　吹上保健センター
◆双子の会
            9：45～１1：3０　日吉保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日置市中央公民館

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日置市中央公民館
◆健康相談（保健師）
１０：００～正午　  日置市女性センター銀天街
◆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
 博悠会温泉病院 ☎274-2238

松崎内科ひふ科 ☎272-2468
山之内クリニック☎296-2025

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
康生クリニック ☎272-1177
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

橋本耳鼻咽喉科 ☎273-1811
前原総合医療病院☎273-3939
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

浅谷小児科 ☎274-3088
☎273-3939
☎296-2611

前原総合医療病院
外科馬場病院

当
番
医

うちやま眼科 ☎273-1616
☎272-2330
☎296-2711

黒岩整形外科内科
吹上クリニック

当
番
医

新山皮膚泌尿器科
じんごあん整形外科内科

☎274-1775
☎272-5151
☎296-2611外科馬場病院

当
番
医

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付13：20～13：30　日置市中央公民館
◆学校を見に行こう週間

◆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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆日置おもちゃ病院開院
受付　13：00～15：00　日置市中央公民館

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日吉保健センター
◆学校を見に行こう週間

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日吉保健センター
◆学校を見に行こう週間

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　吹上保健センター

◆総合健診（脱痛）
            8：0０～１0：0０　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

◆総合健診（脱痛）
            8：0０～１0：0０　日置市中央公民館

文化の日

※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・延期になる場合がありま
す。

※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・延期になる場合があります。

3029

樋口クリニック ☎274-9388
たもつクリニック ☎246-5850
みゆきクリニック ☎246-8707

当
番
医

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　吹上保健センター
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆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
◆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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　日置市中央公民館
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　  日置市中央公民館
◆おうち時間を快適にするお片付
け【要予約・託児あり】
１０：1０～１1：4０　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

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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


