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今月の PICK UP ！

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査実施費用の補助について

保健課 ☎ 0986-76-8806

インフルエンザ予防接種費用の補助について
保健課 ☎ 0986-76-8806

対 象 者　　ＰＣＲ検査を希望する方で検査日に①または②に該当する方
　　　　 　　①曽於市に住所を有する方
　　　　 　　②曽於市民が加入する健康保険において被扶養者になっている方
補助費用　　検査料（検査に要する費用）の１／２の額で上限 10,000 円
　　　　　　※補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
補助期間　　検査日が令和３年４月１日〜令和４年３月 31 日まで
補助回数　　年度につき 1 人 1 回

対 象 者　　・生後６カ月児〜高校３年生相当の方
　　　　　　・満 65 歳以上の方

補助期間　　令和３年 10 月１日〜令和４年２月 28 日まで
接種回数　　生後６カ月児〜 13 歳未満　２回
　　　　　　13 歳以上　１回
補助内容　　１回につき 2,000 円・生活保護受給者は 3,000 円
　　　　　　※接種料との差額は自己負担となります。
医療機関　　原則として曽於市内の医療機関で接種してください。
　　　　　　65 歳以上で県内の他市町や県外で接種希望の方、県外に入院・入所中の方は接種前に必ず
　　　　　　保健課へお問い合わせください。

※ 60 歳〜 65 歳未満で心臓・肝臓・呼吸器の機能障害により日常生活が極度に制限され
る方。ヒト免疫不全により日常生活がほどんど不可能な程度の免疫機能障害のある方（お
おむね身体障害者手帳１級相当）も対象です。

申請の流れ
１. 医療機関などで検査を受け、検査料を支払う。

感染しても重症化しないように早めの接種をお願いします。

２. 市役所 本庁保健課・大隅支所保健福祉課・財部支所福祉課で申請する。

３. 口座振り込みにて補助

【必要書類】
・ＰＣＲ検査を受けたことがわかる書類の写し　　 ・検査者本人の健康保険証の写し
・医療機関などが発行する領収書またはその写し　・検査者本人の金融機関口座が確認できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   もの（通帳・キャッシュカードなど）

ＰＣＲ検査を受けるにあたっての注意事項
・ 発熱などの症状がある方または無症状でも検査が必要だと医師が判断した場合は、感染症法に基づく

行政検査を受けていただきます。
・ 検査の性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になる偽陰性や感染していないのに結果が陽性

になる偽陽性になることがあります。
・検査結果が陰性でも検体採取日以降に感染の可能性があります。

検査結果が陽性となった場合
・保健所に情報提供が行われます。
・症状の有無にかかわらず入院・宿泊療養・自宅療養となる可能性があります。
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今月の PICK UP ！

きばっど曽於市！商品券（第３弾）
取扱店の募集について

企画課 ☎ 0986-76-8802

きばっど曽於市！商品券（第２弾）に引き続き、
（第３弾）を実施予定のため取扱店を募集します。

※飲食店または地元店として登録された店舗のみ
　使用できます。
※飲食店では１枚 600 円として使用できます。
　（持ち帰りを除く）

１人１冊　飲食店・地元店応援券　500 円券×６枚

使用期間や引換場所などの詳細は、今後
市ホームページまたは郵送される商品券
の引換券にてお知らせします。

募集店舗

飲食店と本社および本店機能が曽於市内にある
地元店を募集します。
申請方法
　申請書に必要事項を記入のうえ提出書類を下記窓口へご持参ください。
　申請書は市のホームページまたは窓口にてお受取りください。 
　末吉本庁　企画課（２階）　　
　大隅支所　地域振興課（２階）　　
　財部支所　地域振興課（２階）

提出書類
　曽於市経済対策配布型商品券（第３弾）取扱店登録申請書
　換金振込先口座の写し
　営業許可書の写し（飲食店として登録する場合のみ）

申請期間
　令和３年９月 13 日（月）〜令和４年２月 15 日（火）
　※令和３年 10 月 29 日（金）までに登録された場合は取扱店一覧のチラシに
　　記載されます。以降は市ホームページのみの記載となります。

商品券の概要

取扱店の募集
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問
戦没者追悼式の中止について2

　毎年 10 月に開催している曽於市戦没者追悼式
は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状
況から、ご遺族および関係者の皆さまの健康・安
全を最優先に考慮し、中止することとしました。
　毎年ご参列いただいている皆さまには大変申し
訳ございませんが、ご理解いただきますようお願
いします。
　　福祉事務所　社会福祉係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
問

ハロウィンジャンボ宝くじ発売3
ハロウィンジャンボ宝くじ
▷１等　３億円× 11 本
※発売総額 330 億円・11 ユニットの場合
ハロウィンジャンボミニ宝くじ
▷１等　３千万円× 20 本
※発売総額 150 億円・５ユニットの場合
発売期間　令和３年９月 22 日（水）～ 10 月 22
日（金）
抽選日　令和３年 10 月 29 日（金）
※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。
　　県市町村振興協会
　　☎ ０９９- ２０６- １００１
問

お知らせ

固定資産の申告について1
　固定資産の異動（家屋の新築・増築・取り壊し）が
あった場合、市役所に申告が必要です。
　原則、申告を受け付けた翌年度より課税されます。
建物表示登記などを行った家屋は法務局から市へ通
知されますので申告の必要はありません。
申告方法　固定資産（家屋の新築、増築、改築、移築、
取り壊し）の申告書を提出してください。申告書
はホームページからダウンロードできます。
提出先　本庁　税務課固定資産税係
　　　　大隅・財部支所　地域振興課税務係
※未登記で固定資産税が
課されている未登記家屋は
申告の対象です。
※取り壊しでは課税対象の
建物を申告してください。申
告がない場合、翌年度以降
も課税されます。
※不明な点はご相談くだ
さい。
　　税務課　固定資産税係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０４
問

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集6

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集4
ビューテラス桜ヶ丘（令和２年建設）
住所　曽於市大隅町岩川 5952 番地 4
▷間取　１ＤＫ
募集戸数　5 戸　　月額家賃　12,400 円～　　
▷間取　２ＤＫ
募集戸数　2 戸　　月額家賃　18,000 円～
申込先　大隅支所 建設水道課 管理係
　　　　本庁 建設課 管理係
　　　　財部支所 建設水道課 管理係
受付期間　令和3年10月1日（金）～10月15日（金）
入居決定者の選考　応募者数が募集戸数を超える
場合は公開の抽選で入居者と補欠者を決定します。
抽選日程　令和３年 10 月 19 日（火）
抽選時間　午後２時～
抽選場所　大隅支所別館２階大会議室
※都合により参加されなかった場合は抽選に参加
された方の結果を優先します。
　　大隅支所　建設水道課　管理係
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５３
問
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介護の職場就職面談会・介護
職場シニア就職応援セミナー
参加者の募集

6

　県内の介護職場の人事担当者と就職希望者との
個別面談会を開催します。未経験者・無資格者・シ
ニアの方も大歓迎です。会場内に情報提供・資格
取得等相談コーナーを設置します。
主催　鹿児島県・鹿児島県社会福祉協議会
期日　令和３年 11 月 20 日（土）
場所　かのやグランドホテル
入場料・受講料　無料
▷介護職場シニア就職応援セミナー

時間　午前 10 時～正午
対象者　おおむね 55 歳以上
申込方法　県社会福祉協議会ホームページより
受講申込書をダウンロードして FAX（099-250-
9363）または郵送（〒 890-8517 鹿児島市鴨池
新町 1-7）してください。
申込締切　令和３年 10 月 29 日（金）

▷就職面談会
時間　午後１時～午後４時
※事前の申込みは不要です。

　　県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　　☎ ０９９- ２５８- ７８８８
問

募　集

ビューテラス桜ヶ丘の入居者募集6

かごしま出会いサポートセンター
出張登録・閲覧会の開催

5

　会員管理登録システムによるマッチングや成婚
に向けた支援を行う「かごしま出会いサポートセ
ンター」が出張窓口を開設します。
場所　曽於市立図書館 2 階多目的学習室
期日　令和３年 10 月 17 日（日）
時間　午前９時 50 分～午後４時
申込条件　結婚や出会いを希望する 20 歳以上の独
身男女でインターネットやメールができるパソコ
ンもしくはスマートフォンをお持ちの方。
申込方法　「かごしま出会いサポートセンター」の
ホームページより入会申込（仮登録）を行ってく
ださい。
※登録料１万円が必要です（２年間有効）
定員　先着 10 名（完全予約制）
申込締切　令和３年 10 月 16 日（土）
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお
問い合わせください。
　　企画課　定住推進係　
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２
問

チェンソー・刈払機安全講習
受講者の募集

7

　基本的知識や技術の習得を目指します。
期日　令和３年 11 月 17 日（水）～ 18 日（木）
時間　午前 10 時～午後４時
場所　末吉総合センター　
対象者　60 歳以上でシルバー人材センターの新規
会員として就業を目指す方。またはシルバー会員
で新たな分野で就業を希望している方。
定員　15 名（選考）
受講料　無料
申込方法　住所・氏名・年齢・電話番号を電話で
申込みください。
申込期限　令和３年 11 月４日（木）
　　県シルバー人材センター連合会
　　☎ ０９９- ２０６- ５４２２
問

住吉神社流
や ぶ さ め

鏑馬の射
い て

手を募集8
　住吉神社では毎年 11 月に流鏑馬を行っていま
す。末吉流鏑馬保存会では馬に乗って走りながら
弓矢で的を射る射手を募集します。伝統行事に興味
のある方、馬に乗ってみたい方はご連絡ください。
対象者　小学４年生～中学３年生
　　教育委員会　社会教育課
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５８
問
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行政相談委員に相談してみま
せんか

9

　毎日の暮らしの中で、登記・年金・道路・社会福
祉など行政の仕事について疑問や意見・要望はあり
ませんか。行政相談委員が相談所を開設し、助言や
行政機関へ改善の申し入れを行います。相談は無料
で秘密は厳守されます。お気軽にご利用ください。
▷末吉中央公民館　
期日　令和３年 10 月 19 日（火）
時間　午前 10 時～午後３時
▷大隅中央公民館　
期日　令和３年 10 月 20 日（水）
時間　午前 10 時～午後３時
▷財部交流館　
期日　令和３年 10 月 21 日（木）
時間　午前 10 時～午後３時
※予約は不要です。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止に
なる場合があります。
　　鹿児島行政監視行政相談センター
　　☎ ０９９- ２２４- ３２４７
問

相　談オストミー相談会の開催10
　曽於市にお住まいのオストメイトの方（人工肛
門・人工膀胱を持っている方）やそのご家族の方
の日常生活をより良いものとするため、オストミー
相談会を開催します。日頃のお悩みや装具につい
ての相談などどんなことでも構いません。申し込
みは不要です。お気軽にご来場ください。
期日　令和３年 11 月７日 ( 日 )
時間　午後１時～午後３時
場所　末吉中央公民館　第１学習室
内容　相談会・装具展示会
参加料　無料
　　日本オストミー協会　鹿児島県支部　石澤
　　☎ ０９０- ７２９５- ６１４５
問

曽於市消防団の活動紹介

消防団は地域の消防防災リーダーとして、市民の皆さまの生命・財産を守っています。
火災が発生すると自宅や職場から現場に駆けつけ消火活動・救助活動を行います。
また広報活動や年末警戒などの予防運動で火災が起きないように呼びかけます。

どんなことをしているの？

総務課 消防交通係
☎ 0986-76-8801

◎お問い合わせ

まずは消防防災の基礎知識や規律
について学びます。

消防団にはラッパ隊もあります。
ラッパを通じて士気高揚に務めます。

記念式典では優良団員表彰などを行い、
操法大会では技術や早さを競います。

防災教育や応急手当普及指導、火災
予防広報など幅広く活躍しています。

消防団の一年の始まりは出初式から。無
火災・無災害を祈念して一斉放水します。

消防団に入って
一緒に地域のために
活動しませんか？

新入団規律訓練

ラッパ隊 女性消防隊

出初式記念式典/操法大会・球技大会（隔年）
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ＰＯＳＴ　ＣＡＲＤ

お手数ですが
6 3 円切手を

お貼りください

曽於市役所　企画課
広報係  行

2021.10　#196

ご住所 

電話

お名前  掲載する際は、イニシャルで掲載いたします

ペンネーム  （ペンネームを希望する場合）

年齢 歳 性別 男　･　女

広告

○�うぶ毛と共にお肌の古い
角質も除去します。
○�お肌に潤いを与え化粧のノ
リがとても良くなります。

レディースシェービング

ヘアーサロン　アズマ
（市役所入り口　栄楽公園前）
曽於市末吉町二之方1955-7
☎ 0986−７６−３３８６
営業時間　午前8時〜午後7時
定休日　毎週月曜日・第3日曜日

女性のための専門相談を開始11
▷女性のための社会参加支援相談
内容　働くことに不安を抱える方の社会参加に向
けたサポート
相談日　原則第４木曜日
受付時間　午前９時～午後５時
相談時間　60 分（電話・面接）
相談員　精神保健福祉士・社会福祉士
▷女性のための就労支援相談
内容　必要な経験やスキルを見極めて、一人ひと
りに合った働き方をみつけるためのサポート
相談日　原則第１水曜日
受付時間　午前９時～午後５時
相談時間　60 分（電話・面接）
相談員　キャリアコンサルタント
※電話にて申込みください。
　　かごしま県民交流センター
　　男女共同参画推進課　小濱
　　☎ ０９９- ２２１- ６６０３

問

寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

12

令和３年８月受付分
　4,637 件
　8225 万 5000 円（実績）
※寄附者の意向に沿った事業に活用します。

プールで
運動
始めよう!! 曽於市民

プールだより
今回のテーマは

「サルコペニア予防」
　サルコペニアとは、ギリシャ語で筋肉を表す

「sarx（sarco：サルコ）」と喪失を表す「penia（ぺ
ニア）」を合わせた言葉で、加齢に伴って生じ
る筋力低下のことです。サルコペニアになると
運動能力の低下により転倒したり、様々な疾病
の確率が高まります。しかし、日頃の運動で予
防・改善することができます。そお生きいき健
康センターでのトレーニングや、曽於市民プー
ルでの水中歩行などで、いつまでも元気な体づ
くりを目指して頑張りましょう。

お問い合わせ　
曽於市民プール　☎ 0986-76-4340

お詫びと訂正

市報そお９月号２ページに掲載しました「末吉製茶工
房フランスで最優秀賞」の一部に誤りがありました。 
誤　郷

ふるさと

里の華
はな

松
まつ

印
いん

正　郷
ふるさと

里の華
はな

松
まつ

印
じるし

お詫びして訂正いたします。
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広告

広告

トラクター・重機・トラック・農機具
古くても、壊れてても、不動車でも

古物商許可　第951040015111号
携　帯：080 - 3375 - 9 750
ＦＡＸ：0 9 8 6 - 7 7 - 9 0 9 2
https://kaitorimiyazaki.jimdo.com

℡：0986 -77 -9092
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広報誌を見て、ご連絡下さった方へ粗品、又は買取額10％ＵＰ致します。
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〒885-1105　宮崎県都城市丸谷町2107

広告

読んだ感想、 今後取り上げてほしい話題や記事、
あなたの身近で起きた出来事などお寄せください。

一番おもしろかった記事

今後取り上げてほしい事


