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今月の PICK UP ！

サツマイモ基腐病・ジャンボタニシの
防除対策について

農林振興課 ☎ 0986-76-8808

◎サツマイモ基腐病とは

　サツマイモ基腐病は糸状菌に感染することにより地
じ

際
ぎわ

の茎は黒変し、茎葉は黄色や紫色に変色し次第にし
おれる病気です。茎葉が生い茂る時期には茎が黒から黒褐色に変色し地上部が枯死します。枯死株の塊根は
おもに「なり首」側から腐敗します。
　伝染方法は一次伝染として感染苗による苗伝染や発病残さによる土壌伝染があります。二次伝染として畑
で発病した茎葉の接触伝染・停滞水とともに病原となる胞子が拡散する胞子伝染があります。
◎基本的な３つの対策を総合的に実施しましょう！

畑に菌を「持ち込まない」対策１・長靴・農機具などのこまめな洗浄
・健全な苗（バイオ苗など）の確保
・種いも専用ほ場の設置
・種いもの選別・消毒
・苗床の土壌消毒
・苗床での異常株の抜き取り
・定植苗の適正な消毒
・苗床の残さ処理

畑で菌を「増やさない」対策２・計画的な転換・輪作
・病気に強い品種の活用
・定期的な巡回による発病株の抜き取り
・排水対策　　　　・薬剤散布

畑に菌を「残さない」対策３・収穫直後の残さの持ち出し
・収穫直後の耕うんなどによる残さの分解促進
・収穫の前倒し　・適正な土壌消毒

サツマイモ基腐病防除対策 ～持ち込まない・増やさない・残さない～

ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）防除対策

◎水田内の被害を受けやすい場所

　取水口・排水口付近の周縁部（畔際付近）は水深が深くなりやすく被害を受けやすい。
　均平化できていない凸凹の水田は浅水管理が困難で、水深が深い場所に貝が集まり被害を受けやすい。
◎田植え後の被害防止対策

ジャンボタニシには寄生虫がいる場合があるためゴム手袋・ゴミ拾い用トングなどを使用し、素手で
直接触らないようにしましょう。素手で触った場合には石けんで手をよく洗いましょう。

注
意

※防除対策マニュアルなどの詳細は農林水産省・農研機構・鹿児島県などのホームページをご覧ください。
◎お問い合わせ

【末吉本庁】　農林振興課 ☎ 0986-76-8808　　　【大隅支所】　産業振興課 ☎ 099-482-5950
【財部支所】　産業振興課 ☎ 0986-72-0938

　水路に発生している場合は取水口・排水口にネットや金網を設置し水田への侵入を防止する。１
　薬剤の特性を考慮し田植え時の被害が出る前に発生状況に応じて全面散布、貝が集まる深水部分への
　重点的な散布などを実施する。（※薬剤散布後は止水管理が必要です。）2
　水深が浅いと貝の摂食行動が抑制されるため、田植え後（幼苗期）は水深を４センチ（理想は１センチ）
　以下に維持する。（※水田内を均平に保ち水深が深くなる場所を減らすことが重要です。）3
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KOBA 式＝体幹 Power!
保健課 ☎ 0986-76-8806

講演：「体幹力を身につけて健康体をつくろう！」
実技：自分の体力に合わせた実技

～体幹を鍛えて Let’s 美ボディ～

◎開催日時

令和
４年７ 24月 日（日）

◎募集期間

◎対象者

◎お問い合わせ・申込み

午前９時 30分～正午まで

本庁 保健課 健康増進係　☎ 0986-76-8806

18歳以上の曽於市民

令和 4年 6月 1日～　先着 100名

◎料　金 無料

◎開催場所

そお生きいき健康センター

当日は運動しやすい服装で
水分補給のための飲み物を
持参してお越しください

（受付開始）
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今月の PICK UP ！

　新型コロナウイルス感染症蔓延による農畜産物の価格低迷により影響を受けている販売農家を支援し、生産意
欲向上および社会情勢に応じた生産販売を図るため、販売農家の方へ曽於市農業者応援給付金事業を実施するこ
ととなりました。
◎対象者

　曽於市に住所を有し居住する販売農家の方（代表者が本市に住所を有し居住しており、かつ、主たる事務
所などが本市に所在している法人を含む。）で令和３年中に農業収入があり引き続き農業経営を営み、次の各
号のいずれかに該当する方。※個人・法人などで重複して交付することはできません。
　①令和３年中の総収入額のうち農業収入額が主である個人経営の専業農家
　②令和３年中の農業収入額がその世帯の総収入額の２分の１を上回る兼業農家
　③令和３年中の農業収入額が総収入額の２分の１を上回る法人

◎給付金の額 ◎申請に必要な提出書類

◎申請受付期間

◎申請書の配布場所および申請受付先※お問い合わせ先

一律　　万円５

※土・日・祝日を除く
午前９時～午後５時

令和
４年６ 15月 日（水）

～
令和
４年７ 15月 日（金）

【末吉本庁】　農林振興課　☎ 0986-76-8808
　　　　　　畜産課　　　☎ 0986-76-8809

【大隅支所】　産業振興課　営農推進係　☎ 099-482-5950
　　　　　　　　　　　　畜産係　　　☎ 099-482-5951

【財部支所】　産業振興課　営農推進係・畜産係　☎ 0986-72-0938

提出書類一覧
・様式第１号 給付金交付申請書及び実績報告書 ※様式は窓口で配布します。

添付書類
令和３年分の確定申告書または市県民税申告書で
農業収入額とその他の収入額がわかるものの写し

・様式第３号　給付金交付請求書 ※様式は窓口で配布します。
添付書類 振込先通帳の写し

（１回限り）

曽於市農業者応援給付金事業について
農林振興課 ☎ 0986-76-8808　

畜産課 ☎ 0986-76-8809
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お知らせ

　新型コロナウイルス感染症に罹患した方へ傷病
見舞金を支給します。
対象者　曽於市に住所があり令和２年１月１日以
降に新型コロナウイルス感染症に罹患した方。
支給額　１人当たり３万円
※支給は 1人 1回限りです。
※ 1世帯あたり上限額は６万円です。
申請方法　療養終了日以降に必要書類を保健課へ
郵送してください。
※申請受付は郵送のみとなります。
提出先　
〒 899-8692　曽於市末吉町二之方 1980 番地　
曽於市役所保健課コロナ感染症対策係　宛
必要書類　
①支給申請書兼請求書
②感染・療養の事実が確認できる医師の診断書など
③請求者の身分証明書および振込先金融機関預金
通帳の写し
④相続人代表申告書（支給対象者が既に死亡して
いる場合のみ必要です。）
※①・④の様式は市ホームページからダウンロー
ドするか電話にて郵送依頼をしてください。
　　保健課　コロナ感染症対策係
　　☎	０９８６- ７６- ８８０６
問

新型コロナウイルス感染症の
傷病見舞金について

1

3 木造住宅の耐震診断・改修工事
補助金について

　地震による木造住宅の倒壊などの被害を防ぎ安全
な建築物の整備を促進するため、耐震診断および耐
震改修工事の費用に補助金を交付します。
募集棟数　耐震診断 3棟・耐震改修工事 3棟
受付期間　随時受付
※予算に到達した時点で終了します。
対象要件　耐震診断・改修を行う木造住宅の居住
者または所有者であること。/木造の専用住宅・長
屋または共同住宅であること。/地上２階以下で延
べ面積が 500 平方メートル以下であること。/昭和
56 年 5月 31 日以前に着工されたものであること。
/現に居住の用に供していることまたは居住の用に
供することが見込まれること。/補助対象者におい
ては曽於市税などに滞納のない者。
※事前に建設課へ相談してください。
補助限度額　
耐震診断　12万円（対象経費の総額）
耐震改修　30万円（対象経費の 10分の 9）
　　建設課　住宅施設係
　　☎	０９８６- ７６- ８８１１
問

2 令和４年度狩猟免許（わな・銃）
の講習会・試験について

　希望される方はお住まい先の猟友会（末吉・南之
郷・岩川・月野・恒吉・財部）に相談のうえ申し込
みください。
期日　講習会　令和４年８月 27日（土）
　　　試験　令和４年８月 28日（日）
場所　講習会・試験ともに大隅中央公民館
募集期間　令和４年６月中旬まで
受験資格者　県内居住者
※わな猟免許は 18歳、第一・二種銃猟免許にあっ
ては 20歳にそれぞれ満たない方。または統合失調
症・そううつ病・てんかんなどの病気にかかってい
る方などは除く。
※詳しくはお問い合わせください。
受講料　１万円（わな・銃いずれも同額）
受験手数料　
5,200 円（鹿児島県収入証紙代）・84円切手（返信用）
その他必要なもの　
・写真　１枚（縦３㌢・横 2.4㌢）
・	医師が発行する診断書　１通
　　農林振興課　林政係
　　☎	０９８６- ７６- ８８０８
問
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4 がけ地近接等危険住宅移転事業
について

補助限度額

※除去等費は実費補助。建物助成費に関しては金融
機関から融資を受けた場合の借入れ金の利子相当額
が補助対象（利率は 8.5% が限度）となります。
申請期間　令和４年 9月末まで。
※事前に建設課へ相談してください。
　　建設課　住宅施設係
　　☎	０９８６- ７６- ８８１１
問

対象の危険住宅

　がけ地など危険区域の住宅を安全な場所への移転
を促進するため、移転者に危険住宅の除却などに要
する経費と新たに建設する住宅の経費に補助金を交
付します。
対象住宅　昭和 46 年 8 月 31 日以前に建築され県
が指定した土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅。
※下図のようにH（がけの高さ）が 2m以上の場合
が対象です。

   除去等費 97 万 5 千円

建物助成費
建設 465 万円

土地取得 206 万円
建敷地造成 60 万 5 千円

6 末吉地区狂犬病予防接種の実施
について

　６月に獣医師と市職員が巡回し狂犬病予防接種
を実施します。１年に１回は必ず受けてください。
注射料金　１頭　3,400 円
※新規登録の場合は別途 3,000 円が必要です。
※個別注射は別途費用がかかりますのでできるだ
け集合接種で注射を受けてください。
※集合接種の日程は事前に送られた案内文書の裏
面をご確認ください。
愛犬家の皆さんへ　
・犬を飼ったら市役所で登録を行ってください。
・犬が死亡したら市役所へ連絡をしてください。
・住所が変わったり犬を他人に譲った場合も市役所
に連絡してください。
・犬がいなくなったり迷い犬を見かけたら、市役所
か志布志保健所（☎０９９- ４７２- １０２１）へ
連絡してください。
　　市民課　環境係　
　　☎	０９８６- ７６- ８８０５
問

そお星人ポロシャツの販売に
ついて

5

　（一社）曽於市観光協会で新たに「そお星人ポロ
シャツ」を販売します。
購入方法　曽於市観光協会事務所またはそおナビ
ホームページから購入。
価格　１枚 2,000 円（税込み）
サイズ　ＳＳ～２Ｌ
カラー　全８色
　　（一社）曽於市観光協会
　　☎	０９８６- ２８- ０１１１
問

　県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」
を定めています。誤った政策により隔離され、本
人や家族は偏見・差別を受けました。このような
歴史を繰り返さないためハンセン病問題とは何か
を正しく理解することが大切です。
ハンセン病問題を正しく理解する週間
令和４年６月 19日（日）～６月 25日（土）
ハンセン病問題に関する知識
・ハンセン病はらい菌によっておこる感染症で遺伝
病ではありません。
・らい菌の感染力は弱く非常にうつりにくい病気で
す。また早期発見と早期治療により短期間で完治
する病気です。
・ハンセン病であった方々の身体の変形は診断や治
療が遅れたことによる後遺症です。
・令和元年 11	月に「ハンセン病元患者家族に対す
る補償金の支給等に関する法律」が施行され、対
象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支
給されます。
※詳細は厚生労働省ホームページか厚生労働省補
償金担当窓口（☎ 03-3595-2262）にお問い合わ
せください。
　　保健課　子育て応援係
　　☎	０９８６- ７６- ８８０６
問

「ハンセン病問題を正しく理解
する週間」について

7
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生ごみ処理機器購入補助金に
ついて

　市ではごみ減量のため家庭用生ごみ処理機器購
入補助事業を実施しています。必ず購入前に各支
所環境係にご相談ください。
対象者　市内に住所があり居住している方。
対象処理機器　市内の店舗で購入したコンポスト
容器・密封発酵容器・電気式生ごみ処理機。
補助機数　１世帯１基
補助金額　購入金額の２分の１以内
補助金上限　２万５千円
計算例
２万円×１/２＝１万円
５万円×１/２＝２万５千円
６万円×１/２＝２万５千円（補助上限額）
　　市民課　環境係
　　☎	０９８６- ７６- ８８０５
問

810 曽於地区介護保健組合からの
お知らせ

８
ハチマルニイマル

０２０達成者の募集11
　8020 運動とは 80 歳になっても 20 本以上自分
の歯を保とうという運動です。保健課では 8020 達
成者を募集しています。指定歯科医院に予約をし
て健診を受けると登録されます。
健診料　無料
応募資格　曽於市在住の 80 歳以上で 20 本以上の
自分の歯を持ちこれまでに受賞されていない方。
応募期間　令和４年６月１日～６月 17日まで
指定歯科医院　関歯科クリニック・有村歯科医院・
歯科朝川医院・井上歯科医院・渡辺歯科クリニック・
宅間歯科医院・せと歯科医院・すみよし歯科・み
ずぐち歯科クリニック・上町さくら歯科医院
　　保健課　健康推進室
　　☎	０９８６- ７６- ８８０６
問

募　集

令和３年度情報公開・個人情報保護制度運用状況
の公表について　
曽於地区介護保険組合情報公開条例および個人情
報保護条例に基づき公表します。

個人情報公開制度とは
組合が保有する公文書を住民の皆さんの要求に応
じて公開する制度です。
個人情報保護制度とは
個人情報の適正な取扱いを確保し、個人情報の開
示・停止および利用停止の請求ができる制度です。
介護保険の申請をされた方へ　
令和３年度より主治医意見書作成のため、申請書
に記載された、かかりつけ病院で受診が必要です。
受診の際は病院の受付で「介護保険のための受診」
であることを伝えてください。
　　曽於地区介護保険組合
　　☎	０９９- ４７１- ６５４５
問

内　容 情報公開 個人情報保護

開示請求 ０件 11 件

決定内容

全部開示 ０件 11 件
部分開示 ０件 ０件

取下げ ０件 ０件
不開示 ０件 ０件
不存在 ０件 ０件

不服申し立てなど ０件 ０件

9 期日前投票所の設置日数変更
について

　令和４年７月執行予定の参議院議員通常選挙から
大隅支所・財部支所の期日前投票所の設置日数が変
更になります。詳しい日程は各選挙期日が決まり次
第ＦＭ放送などでお知らせします。

県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員選挙の期日
前投票所は本庁・支所ともに、設置日数の変更はあ
りません。
　　曽於市選挙管理委員会事務局
　　☎	０９８６- ７６- ８８０１
問

選挙の種類 場所 変更前
設置日数

変更後
設置日数

参議院議員
通常選挙

本庁

16

16

大隅支所
８

財部支所

県知事選挙

本庁

16

16

大隅支所
８

財部支所

衆議院議員総
選挙 / 最高裁
判所裁判官国

民審査

本庁

11

11

大隅支所
８

財部支所



第１回鹿児島県高校生短歌大
賞の作品募集

13

　若い才能を発掘し、短歌という伝統詩の裾野を広
げ未来に継承するため県内の高校生の短歌作品を募
集します。
募集期間　令和４年８月 20日（土）まで
※当日消印有効
各賞　最優秀賞５万円・優秀賞３万円など
募集内容　１人３首まで
※テーマは自由で未発表に限る。
応募方法　400 字詰め原稿用紙の右側半分に短歌
を、左側半分に郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
高校名・学年・電話番号を書いてください。
応募先　
〒 899-8601　曽於市末吉町岩崎 5438-2
ゲストハウスやごろう内鹿児島県高校生短歌大賞係
　　鹿児島県高校生短歌大賞実行委員会　
　　代表　外前田	孝
　　☎	０９０- １０８１- ７７０１

問

イベント
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太田神社茅
ち

の輪くぐりの開催15
　神社の境内に茅の輪を設置します。茅

かや

で作った大
きな輪をくぐることで無病息災・厄除け・家内安全
を祈願する行事です。
場所　太田神社境内（大隅町月野）
設置期間　令和４年６月26日（日）～７月31日（日）
神事期日　令和４年６月 30日（木）
神事時間　午前 10時
　　太田神社　担当　藤山
　　☎	０９０- ５６０５- ９９１８
問

令和５年はたちの集い実行委
員の募集

12令和４年度障害者委託訓練生
の募集

14

生産設備・金型加工機の機械操作、検査等
◎正社員・パート ※未経験者歓迎
◎8︓00～16︓45、20︓00～翌4︓45
（一部ｼﾌﾄ勤務）（ﾊﾟｰﾄ:時間帯相談に応じます)【応募】お気軽にお問い合わせ下さい｡

履歴書を郵送もしくは直接ご持参下さい｡
【待遇】社会保険･厚生年金等保険完備

通勤手当他あり

広告

　障がいをお持ちの方を対象に訓練生を募集します。
▷パソコン事務科霧島（3カ月コース）
訓練期間　令和４年９月21日（水）～12月15日（木）
訓練内容　Word や Excel などを利用したパソコン
の基本操作。/一般事務・営業事務・販売事務に必
要な IT スキルの習得と資格取得 /CS 検定対策・仕
事に必要なコミュニケーション能力・ビジネスマ
ナーの習得および就職支援　
訓練委託先　特定非営利活動法人 eワーカーズ鹿
児島
訓練場所　国分パークプラザ
募集期間　令和４年６月28日（火）～８月24日（水）
定員　10 名
※応募者が少ないときは実施しない場合があります。
料金　無料
※教材費 4,400 円は自己負担。
選考方法　
面接　令和４年９月５日（月）　
合格発表　令和４年９月 13日（火）
申込方法　最寄りのハローワークまたは鹿児島障
害者職業能力開発校にお問い合わせください。
　　国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校
　　☎	０９９６- ４４- ２２０６
問

　成人年齢の引き下げにより「成人式」を「はたち
の集い」に名称を変更して式典を行います。式典の
企画運営や記念冊子の作成に携わって一生に一度の
式典を作り上げてみませんか。
対象者　平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日
生まれの方
募集人数　先着 12名程度
活動内容　夏以降に行う月１回程度の実行委員会
（主に午後７時～８時で開催）へ参加し式典内容の
検討など
申込方法　電話にて申し込みください。
式典開催日　令和５年１月３日（火）
場所　末吉総合センター
　　教育委員会　社会教育課
　　☎	０９９- ４８２- ５９５８
問
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#2 Kapic Challenge English 
2022 の開催

　大隅半島で活躍する ALT の先生方と英語や世界
について楽しく学ぼう。
期日　令和４年６月 26日（日）
時間　小学 1～ 3年生　午前９時 30分～正午
　　　小学 4～ 6年生　午後１時 30分～午後４時
場所　カピックセンター
定員　小学 1～ 3年生・小学 4～ 6年生　各 20名
※先着順です。
申込期間　令和４年６月７日（火）まで
申込方法　コードを読み取り
専用フォームから応募または
申込用紙を FAXしてください。
参加費　1,000 円
　　カピックセンター
　　（鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター）
　　☎	０９９４- ４５- ３２８８

問

17

第４回花いっぱいプロジェクト
の開催

16

　曽於高校生・曽於市の生産者・お花が好きな地域
のみんなで、寄附していただいた鉢にガーデニング
（寄せ植え）をします。初夏を彩るお花と楽しい時
間を過ごしましょう。
主催　末吉フラワーガーデン
期日　令和４年６月 19日（日）
時間　	午前 10 時	～正午
※午前９時 30分より受付
場所　旧・末吉駅（末吉鉄道記念館）
参加料　500 円（当日参加は 700 円）
申込方法　電話または来店時に申し込みください。
申込先　
山下種苗生花店　☎	０９８６- ７６- ００８７
フラワーペコ　　☎	０９０- ３４１７- ７６８８
花カフェ　　　　☎	０９８６- ５１- ８７５７
定員　20 名
※薄手の手袋・移植ごてを持参してください。
※当日使う鉢を募集します。自宅で使わなくなっ
た鉢やプランターなどを令和４年６月６日～ 11日
までに各花屋に持ってきてください。
※寄せ植えした花は１週間展示し６月 26 日（日）
午前 10時から抽選会にて無料配布します。
　　各花屋へお問い合わせください問

相　談

女性のための農地農事相談会
について

18

　農業に関する相談に女性農業委員・女性推進委
員がお話を聞きます。
期日　令和４年６月 27日（月）
時間　午前９時～正午
場所　曽於市農業委員会　財部事務局・末吉分室・
大隅分室
料金　無料
対象者　曽於市在住の女性
申込方法　当日受け付け
※予約の必要はありません。
相談内容　
・農地の貸借・農地の売買
・農業を始めたい　など
　　曽於市農業委員会　財部事務局　
　　☎	０９８６-７６-０９４７
問

山中貞則顕彰記念事業寄附金19
令和４年４月受付分　23件（敬称略・受付順）
・志布志市ふるさと協議会
・有限会社コスモエネルギーサプライ
・株式会社鎌田工業・株式会社久木野組
・株式会社ヨコム・末吉町建設業協同組合
・鎌田建設株式会社・社会福祉法人輪光福祉会
・鹿児島県建築協会曽於支部・久徳建設株式会社
・日本ハム株式会社・株式会社宮尾組
・有限会社大窪組・三和物産株式会社・和田輝明
・中原浩一・株式会社古木建設・川畑建設株式会社
・川畑勇一郎・米森建設株式会社
・大川内設備株式会社・曽於市管工事業協同組合
・匿名１件
　合計　8,710,000 円
令和４年４月末時点　
　655 件　3億 901 万 1,567 円
※寄附金の目標額は 5億円です。

寄　附

曽於市思いやりふるさと寄附金
（ふるさと納税）

20

令和４年４月受付分
　2,925 件
　5,035 万 5,000 円



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

2022.6　#204

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

お詫びと訂正

市報そお５月号 29ページに掲載しました「地域振
興住宅（空家）入居者の募集」の一部に誤りがあり
ました。
　誤　原口東団地（末吉町深川 6968 番地 10）
　正　原口東第２団地（末吉町深川 6873 番地４）
お詫びして訂正いたします。

プールで
運動
始めよう!!

今回のテーマは「アクアビクス」
　曽於市総合大学の講座にもある「アクアビク
ス」について紹介します。
　「アクアビクス」とはプールの中に入り、音
楽に合わせて楽しく体を動かす運動です。エア
ロビクスを水中で行うような運動になります。
音楽に合わせて、多くの人数で行うことで楽し
く効果的にカロリー消費ができます。
　動作はウォーキング・ジャンプ・腕の開閉・
膝の曲げ伸ばしなどの組み合わせ。前後・左右
に均等に動くので体のバランスが整います。陸
上でのエアロビクスと違い、水の浮力により膝
や腰への負担が少なく、ジャンプをしても衝撃
がかかりにくいのが特徴です。
　ぜひこの機会に曽於市民プールでアクアビク
スや水中ウォーキングを行い元気な体作りを目
指しましょう。

お問い合わせ　
曽於市民プール　☎ 0986-76-4340

フェイスブック
曽於市役所

ツイッター
曽於市公式ツイッター

ライン
曽於市

ユーチューブ
鹿児島県曽於市

そお市役所

インスタグラム
soocity

こちらから曽於市のＳＮＳ情報は

曽於市民

プールだより
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岩川小学校桜植樹などへの寄
附金

21

　鹿児島県トラック協会から岩川小学校の桜植樹
などのため植栽相当額の寄附がありました。
　鹿児島県鹿児島市　
　公益社団法人鹿児島県トラック協会　
　会長　鳥部　敏雄　様　
※関連記事が２ページに掲載されています。

地域振興住宅（空家）入居者の募集

建設課　管理係　☎０９８６-７６-８８１１問

　現在入居者を募集している地域振興住宅（空家）
の募集団地を追加します。申込方法や資格などは
市ホームページをご覧になるか窓口へお問い合わ
せください。
追加団地　諏訪団地　末吉町諏訪方 9685 番地
　　　　　（平成 24年度建設）



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
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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

見積り無
料

どこでも

かけつけま
す！ことを目指

しています！！
ことを目指
しています！！

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。

高く買い取る
どこ
よりも

・・
・・・ 高く買い取る

どこ
よりも

・・
・・・

〒885-1105　宮崎県都城市丸谷町

広告


