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寒冷な場面の新型コロナウイルス
感染症防止ポイント

保健課 ☎ 0986-76-8806

きばっど曽於市！商品券（第 4 弾）
取扱店の募集について

◎申請期間

※ ８月 12日（金）までに登録された取扱店につきましては、
取扱店一覧のチラシに記載されます。

　８月 13日以降は市ホームページのみの記載となります。　

令和
４年６ 24月 日（金）から

令和
４年12 28月 日（水）まで

◎お問い合わせ

本庁　企画課　地域創生推進室　定住推進係　☎ 0986-76-8802

◎提出書類

□　曽於市経済対策配布型商品券（第４弾）取扱店登録申請書
　　※申請書は市ホームページまたは申請受付窓口でお受け取りください。
□　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

◎取扱店申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、提出書類を下記の申請窓口へご持参ください。

　昨年度実施した経済対策配布型商品券事業（第３弾）に引き続き、第４弾を実施します。
今回は、１人当たり 10,000円分の商品券（500円券× 10枚×２種類）となります。
　なお、全ての取扱店で使用可能な全店応援券、飲食店および地元店のみで使用可能な飲食店・地
元店応援券の２種類の配布となりますので、取扱店によって使用できる商品券が異なります。
また、飲食店では１枚当たり 600円として使用できます。※持ち帰りは 500円扱いとなります。

取扱店の申請受付を開始しています！

末吉本庁　企画課　　　２階　７番窓口
大隅支所　地域振興課　２階　７番窓口
財部支所　地域振興課　２階　10番窓口

◎申請窓口
※ 詳しくは市ホームページをご覧

ください。左記コードからも閲
覧できます。

曽於市　商品券　第４弾 検索
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長寿クラブに加入して
「健康長寿」を目指しませんか

福祉事務所  ☎ 0986-72-0936

　市では地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である長寿クラブの活動をより活性化させ、地域の高齢者
が生きがいや健康づくりを目的として活動している長寿クラブに曽於市長寿クラブ補助金を交付します。

◎補助金の交付対象（下記の要件を全て満たしている長寿クラブ）
１．曽於市長寿クラブ連合会に所属していること
２．会員の数が 10 人以上であること
３．会員の年齢がおおむね 60 歳以上であること
４． 会員の教養の向上、健康の増進およびレクリエーションならびに地域社会との交流を総合的に実施し

ていること

◎補助金額
補助の対象 区分 補助の基準 補助金の上限額 対象期間 備考

要件をすべて
満たしている
長寿クラブ

活動費補助
基準額 ４万円

当該年度 補助金は基準額に会員割および
新設にともなう加算の合計額。
活動費が補助金額を下回った場
合は差額を返還する。

会員割 会員１名あたり
500円

新設に
ともなう加算 基本額 １万円 申請年度から

２年間
※新規クラブの補助金申請は９月 30日までとなります。

仲間と一緒に過ごす楽しいひとときは、私にとってかけがえのない時間となっています。（80 代女性）

地域から必要とされる存在となることで、存在感を高めています。今までの経験を生かして、まだま
だできることがいっぱいあります。生涯現役！これからの生きがいを長寿クラブで見つけたいです。

（70 代男性）

市内在住の 60歳以上の人であればどなたでも加入できます。
長寿クラブに加入すれば、声をかけ誘ってくれる仲間や情報を伝えてくれる仲間が見つかります。
活動を通じてフレイル（虚弱）予防・社会的孤立の防止につながります。

健康長寿はみんなの願いです。長寿クラブではグラウンドゴルフ・健康ウォーキング・美化活動・リサイク
ル活動・日帰り研修旅行などの活動をしています。活動を通じて仲間と一緒に笑い、語り、交流することで
健康維持に大きな効果が期待されます。健康寿命を考えて、ぜひ一緒に活動しませんか。

曽於市長寿クラブ補助金

長寿クラブをご存じですか？

一緒に健康長寿をめざしませんか？

さあ、長寿クラブの扉を開けましょうさあ、長寿クラブの扉を開けましょう

お友達を誘って一緒にどうぞお友達を誘って一緒にどうぞ

あなたとの出会いを心待ちにしています！あなたとの出会いを心待ちにしています！

クラブ員の声

趣味
活動

友愛
活動

奉仕
活動

仲間
づくり

健康
づくり
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お知らせ
曽於市生活相談支援
センターの移転について

市が運営していた曽於市生活相談支援
センターは、令和４年４月に曽於市社
会福祉協議会へ業務委託しました。
その曽於市生活相談支援センターは
７月１日から、そお生きいき健康セ
ンターに移転しています。
生活の不安や悩みなどを抱えている
方の相談を受け、解決へのお手伝い
を行う相談窓口です。お気軽にご利
用ください。
●相談日　月～金曜日
●時　間　午前８時 30 分～
　　　　　午後５時 15 分
※土日・祝日・年末年始を除く。
　　曽於市生活相談支援センター
　　☎ ０９８６- ５７- １７５０
問

夏季休業期間中の
「学校閉庁日」について
市では平成 28 年度から市立学校の
夏季休業中に「学校閉庁日」を設定
しています。

「学校閉庁日」は学校職員の健康の
保持・心身のリフレッシュなどを目
的に対外業務がほとんどないお盆の
時期に業務を休止しています。
市民の皆さまのご理解とご協力をお
願いします。
●期間　８月 11 日（木）～ 15 日（月）
※学校職員は出勤していません。
※部活動や学校施設開放も休止です。

　　教育委員会学校教育課
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５７
問

◎緊急時の連絡先
教育委員会学校教育課
※ ８月 12 日（金）・15 日（月）のみ。

第十一回特別弔慰金の
請求期限について

戦没者などの尊い犠牲に、国として
改めて弔慰の意を表するためご遺族
の代表者に特別弔慰金（記名国債）
を支給しています。
●対 象 者
　 令和 2 年 4 月 1 日において戦没者

などに係る公務扶助料・遺族年金
などの年金給付を受ける権利者が
いない遺族のうち代表者一人。

※ 「遺族」とは戦没者などの死亡当
時にすでに生まれていた遺族（子
は戦没者などの死亡当時の胎児を
含む。）で三親等内親族に限られ、
法律により支給順位や要件が定め
られています。

● 支給内容
　 額面 25 万円・5 年償還の記名国債
● 請求期間　 令和 5 年 3 月 31 日まで
※ 請求期間を過ぎると受けることが

できません。
　　福祉課・福祉事務所 社会福祉係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
問

飲酒運転の根絶について
県内では今年４月以降、飲酒運転に
よる交通事故が増加傾向にあります。
飲酒運転は悪質・危険な行為である
とともに厳しい罰則と責任を負う重
大な犯罪です。
飲酒運転した人だけでなく飲酒した
人に車両を提供した人や酒類の提供
者、飲酒した人が運転する車両の同
乗者など運転者以外にも罰則が科さ
れることがあります。

「二日酔い」での運転も厳禁です。
翌日に運転する予定があれば、それ
を考慮した飲酒時間・飲酒量を心掛
けることが重要です。
　　曽於警察署
　　☎ ０９９- ４８２- ０１１０
問

そお市の情報をお届け！
そお市の情報をお届け！

お盆のクリーンセンター
業務とゴミ収集について

●クリーンセンター業務ついて
　 ８月 15 日（月）は休業日のため、

ごみの搬入はできません。
●自治会ごみ収集について
　 ８月 15 日（月）は休業です。そ

の他の収集日は通常通り業務を行
います。

●お願い
　 ごみは決められたとおりに分別し

て曽於市指定袋に入れてください。
　 クリーンセンター内では係員の指

示に従ってください。
　　市民課　環境係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０５
問

月 日 曜 業務状況

8 月

8 月
通常営業9 火

10 水
11 木 休業
12 金

通常営業
13 土
14 日

休業
15 月
16 火

通常営業
17 水
18 木
19 金
20 土
21 日 特別営業

クリーンセンターの業務状況
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地域振興住宅（空き家）
入居者の募集

●募集住宅
・菅 牟 田 団 地　 大隅町岩川 2829-1
・沢 田 団 地　 財部町下財部 2841-2
・岩 南 団 地　 末吉町岩﨑 2133-1
・原口東第 2 団地　 末吉町深川 6873-4
●構　　造　 木造平屋
●間　　取　 3LDK または 4LDK
●募集戸数　 各１戸
●家　　賃　 月額 21,000 円
●申込資格　 

・ 申し込み時に世帯主または配偶者（婚
約者を含む）がおおむね 40 歳以下。

・ 同居親族（婚約者を含む）がいる
こと。

・ 義務教育中の子どもがいること、
または見込みがあること。　など

※市内在住者も申し込みできます。
●申込期間　 ８月４日（木）～　　
　　　　　　８月 25 日（木）
●申込窓口　 

・本庁 建設課 管理係　
・大隅支所 建設水道課 管理係
・財部支所 建設水道課 管理係
●申込方法　 地域振興住宅入居申込

書と添付書類を窓口へ
提出または郵送。

●添付書類　
 ・ 住民票謄本（全員分の本籍地・続柄・

世帯主が記載されているもの。）
・ 世帯全員分の所得証明書（未就学

児および学生は除く。）
・ 世帯全員分の納税証明書（全ての

市税に滞納がない証明となるもの。
未就学児および学生は除く。）

　　建設課　管理係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
問

◎入居者決定の選考
応募者数が募集戸数を超えると
きは公開の抽選で入居者と補欠
者を決定します。
●抽選日　 ８月 30 日（火）
●時　間　 午後２時
●場　所　 本庁３階第１委員会室
※ 抽選に参加された方の結果を

優先します。

令和４年度鹿児島県統計
グラフコンクール作品の募集

県では毎年、統計グラフコンクール
を実施しています。グラフを使って
表現する楽しさを感じてみません
か。皆さまからの応募をお待ちして
います。
●応募資格　 県内に在住、在学、在

勤の児童・生徒・一般
の方。

●応募締切　 ９月２日（金）
●応 募 先　 〒 890-8577
　　　　　　鹿児島市鴨池新町 10-1
　　　　　　 鹿児島県統計協会
　　　　　　（県庁統計課内）
●入賞発表　 10 月 以 降 に 児 童・ 生

徒の場合は学校長宛て
に、一般は直接本人に
通知。

※ 応募用紙は県のホームページから
ダウンロードできます。

※ 入賞者は 11 月中旬実施予定の表
彰式で表彰します。

　　鹿児島県統計協会
　　☎ ０９９- ２８６- ２４７３
問

募　集
令和４年度大隅曽於地区
消防組合の消防吏員
採用試験受験者の募集

●採 用 日　 令和５年４月１日
●申込期間　８月 15 日（月）まで
※当日消印有効
●申込方法　 「消防吏員採用試験受

験申込書」に必要事項
を記入し、必要書類を
添えて提出。

●受験資格　 平成７年４月２日から
平 成 17 年 ４ 月 １ 日 ま
で に 生 ま れ た 方。/ 高
等学校卒業以上（見込
み含む）の方。　など

●採用予定人数　 ２名
※ 詳しくは大隅曽於地区消防組合の

ホームページをご確認ください。

　　大隅曽於地区消防組合本部
　　総務課
　　☎ ０９９- ４８２- ０５６９

問

◎１次試験
●試 験 日　 ９月 18 日（日）
●試験場所　 曽於消防署（筆記試

験）・大隅弥五郎伝
説の里（体力検査）

●試験内容　 教 養 試 験・ 作 文 試
験・ 適 性 検 査・ 体
力検査

◎２次試験
●試 験 日　 10 月下旬予定

鹿児島県統計グラフコンクール 検索

令和４年度 海上保安大学校
学生採用試験受験者の募集

海上保安庁　採用 検索

●申 込 期 間　 ８月 25 日（木）～
９月 ５日（月）

※ インターネットで申し込みください。
● 第１次試験　 10 月 29 日（土）・
　　　　　　　30 日（日）

詳細はこちら

　　第十菅区海上保安本部
　　総務部　人事課
　　☎ ０９９- ２５０- ９８００

問
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令和５年度鹿児島障害者
職業能力開発校入校生の募集

障害をお持ちの方を対象に入校生を
募集します。
●募集期間

・Ａ 日 程　 ８月１日（月）～
　　　　　   ９月 15 日（木）

・Ｂ 日 程　 10 月 21 日（金）～
　　　　　   11 月 24 日（木）

・Ｃ 日 程　 令和５年１月４日（水）
～２月 15 日（水）　

●試験場所　 薩摩川内市・奄美市・
熊本市・宮崎市

※Ｂ・Ｃ日程は薩摩川内市のみ
●募集科目　 情報電子科・グラフィッ

ク デ ザ イ ン 科・OA 事
務科・介護福祉サービ
ス科・ アパレル科・ワー
クトレーニング科

●授 業 料　 無料
※寮が併設されています。
●訓練期間　 令和５年４月～令和６

年３月までの 1 年間
●申込方法　 お近くのハローワーク

にご相談ください。
　　鹿児島障害者職業能力開発校
　　☎ ０９９６- ４４- ２２０６
問

総合ビジネス科Ｋ③の
職業訓練受講生を募集

障害をお持ちの方を対象に入校生を
募集します。
●訓練期間　 ９月 28 日（水）～
　　　　　　12 月 27 日（火）
●試験会場　 スガイ企画（株）
　　　　　　垂水パソコンスクール
●受講時間　 午前９時～午後４時
●対 象 者　 早期再就職を目指す人
●内　　容　 就職支援・簿記・ワー

ド・エクセル・フォト
シ ョ ッ プ・ イ ラ ス ト
レーター　など

●受 講 料　 無料
※テキスト代などは自己負担。
●定　　員　 20 名
●申込期間　 ９月５日（月）まで
※ 応募方法など詳しくはお問い合わ

せください。
　　鹿屋公共職業安定所
　　☎ ０９９４- ４２- ４１３５
問

空き家情報冊子の
広告協賛企業を募集

空き家対策に関する制度・サービス
などについて一冊にまとめた「曽於
市空き家情報冊子」を民間企業と市
が協働で発行します。協働発行事業
者である株式会社ジチタイアドが、
民間企業などから冊子への広告掲載
を募り、その広告料で作成します。
●冊子名称　 曽於市空き家情報冊子 
● 冊子サイズ　 Ａ４フルカラー
※広告枠も同様です。
●ページ数　 ８ページ程度
●発行部数　 1,900 部 
●配布期間　 12 月～令和５年 11 月
●配布方法　 自治会・窓口配布・空

き家所有者へ郵送。
●募集期間　８月３日（水）～
　　　　　　９月６日（火）
※広告掲載は先着順です。
※ 掲載にあたっては事前審査があり

ます。
　　株式会社ジチタイアド
　　☎ ０９２- ７１６- １４０１
問

広告

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
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介護の職場就職面談会と
介護職場シニア就職応援
セミナー参加者の募集

●開催日　 ９月 17 日（土）
●場　所　 かのやグランドホテル
●参加料　 無料

　　鹿児島県社会福祉協議会
　　福祉人材・研修センター
　　（福祉人材無料職業紹介所）
　　☎ ０９９- ２５８- ７８８８

問

◎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 で

介護分野への就労を希
望または検討したい方。

●講　師　 社会福祉法人福寿会　
特別養護老人ホーム
ルーピンの里

　　　　　施設長　福留利郎氏
●定　員　 先着 30 名
●申　込　 ８月 26 日（金）まで

に 申 込 書 を FAX ま た
は郵送。

◎就職面談会
●時　間　 午後１時～午後４時
●対象者　 介護などの職場へ就

職希望者。
●企　業　 20 法人参加予定
●内　容　 人事担当者と就職希

望 者 が 仕 事 内 容・ 求
人 時 期・ 条 件・ 募 集
方法について個別に
面 談。 会 場 内 に 情 報
提 供・ 資 格 取 得 等 相
談コーナーを設置。

第 70 回鹿児島県発明
くふう展作品の募集

発明考案などの作品を広く県民から
募集し、優秀な作品を表彰および一
般公開します。
●申込締切　 ９月 26 日（月）
●申込方法　 出品申込書により鹿児

島県発明協会あてに送
付してください。

◎応募資格および募集作品
児童生徒部門　発明考案の部
●資　　格　 県内の小学校・中学校・

高等学校の児童・生徒。
●募集作品　 独創性に富む発明。
児童生徒部門　絵画の部
●資　　格　 県内の小学校・中学校

の児童・生徒。
●募集作品　 未来の科学の世界や未

来の夢を自由な発想で
描いた絵画。

●画　　材　 絵の具・クレヨン・サ
インペンなど自由。

●サ イ ズ　 Ｂ３判
※絵画説明書を添付してください。
一般部門　発明考案の部
●資　　格　 県内在住または県内事

業所で働いている方。
●募集作品　 特 許 お よ び 実 用 新 案

（出願中のものを含む）
で実用化された製品 /
意匠作品 / 新しい原材
料または製品 / 新技術
を取り入れた製品

◎展示会
●日程　 11 月 12 日（土）～ 13 日（日）
●時間　 午前９時～午後４時
●場所　 宝山ホール（鹿児島県文化セ

ンター）　アート・ギャラリー
◎表彰式
●日程　 11 月 13 日（日）
●時間　 午後３時～午後４時
●場所　 宝山ホール（鹿児島県文化セ

ンター）　アート・ギャラリー
※ 詳細はホームページをご確認くだ

さい。
　　一般社団法人鹿児島県発明協会
　　☎ ０９９- ２９５- ０１７１
問

子育て支援訪問ボランティア
養成講座受講者の募集

市では子育て支援を行う事業（ホー
ムスタート）を実施するにあたり、
訪問ボランティア育成のための養成
講座の受講者を募集します。
地域の子育て経験者が６歳未満の未
就学児がいる家庭を訪問し、話した
り一緒に出掛けたりしながら、親に
寄り添う子育て支援を行うものです。

●場　　所　 末吉中央公民館などの
予定。

●対　　象　 講座をすべて受講でき
市内の子育て家庭への
訪問ボランティアとし
て登録できる方。

●内　　容　 ホームスタートの意義や
方法・傾聴の仕方など。

●受 講 料　 無料
●申込方法　 電話にて申し込み。
●申込先
　ホームスタート・そおのそら
　☎ ０９８６- ５７- ３２９８
※ 状況により変更になる場合があり

ます。
　　保健課　子育て応援係
　　☎ ０９８６- ７６- １７３４
問

１回目 ９月 30 日（金）

２回目 10 月 ７日（金）

３回目 10 月 13 日（木）

４回目 10 月 21 日（金）

５回目 10 月 28 日（金）

６回目 11 月 １日（火）

７回目 11 月 11 日（金）

８回目 11 月 18 日（金）

養成講座の日程（予定）
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相　談
全国一斉『遺言・相続』
相談会の開催

司法書士制度 150 周年を記念して、
司法書士による『遺言・相続』に関
する無料電話相談会が開催されます。
●日　　程　８月７日（日）
●時　　間　 午前 10 時～午後４時
●相談方法　
　 フリーダイヤルに電話で相談。
　☎０１２０- ３３- ９２７９
※先着順で受け付けます。
　　鹿児島県司法書士会
　　☎ ０９９- ２５６- ０３３５
問

イベント
霧島神宮旧参道と
神水峡散策

自然を感じながら川沿いの遊歩道を
ゆっくり散策します。
●日　　程　 ８月 21 日（日）
●時　　間　午前９時～午後２時
●集合時間　 午前８時 30 分
●集合場所　 霧島市観光案内所
　　　　　　駐車場
●対　　象　小学生以上
●定　　員　 先着 30 名
●費　　用　 1,000 円（ 保 険 料・ ガ

イド料を含む。）
●申込方法　 お問い合わせ先へ電話

申し込み。
●申込時間　 午後５時～午後８時
※ 小学生は保護者同伴で参加してく

ださい。
※ ウォーキングに適した服装でお越

しください。
※ 雨具・水筒・弁当などを持参して

ください。
　　 そお・みやこんじょジオガイド

クラブ　宮川
　　☎ ０９０- ３７９７- ３８４５

問

県立鹿屋高等技術専門校
電気設備科の入校生を募集

令和５年度の入校生を募集します。
●募集科名　 電気設備科
●定　　員　 20 名
●訓練期間　 ２年間
●応募資格　 高等学校卒業者（卒業

見込み者を含む）また
は同等以上の学力を有
すると認められる者。

●応募書類　 入校願書（学校窓口・
ハローワーク・県ホー
ムページから取得でき
ます）・学校調査書ま
たは卒業証明書・写真

●願書申込　 ９月１日（木）～
　　　　　　10 月 28 日（金）
●試 験 日　 11 月４日（金）
●試験科目　 筆記試験（総合問題）・

面接
●試験会場　 鹿屋高等技術専門校
●合格発表　11 月 11 日（金）
※ 第二種電気工事士の経済産業省養

成施設認定校です。
※ 寄宿舎を完備しているので遠隔地

からの入校もできます。

◎オープンキャンパス 2022
●日　程　 ８月 17 日（水）・
　　　　　10 月９日（日）
●対象者　 令和５年３月に高校

卒業見込みの方 / １・
２年生 / 既卒者 / 保護
者 / 進路指導教諭など

●会　場　 鹿屋高等技術専門校　
視聴覚室

●内　容　 学校概要説明（応募方
法・就職状況・資格取
得など）/ 施設見学（校
内設備・寮など）/ 実
習体験および個別相談

（希望者のみ）

　　鹿児島県立鹿屋高等技術専門校
　　☎ ０９９４- ４４- ８６７４
問

県からのお知らせ
｢鹿児島県女性活躍推進宣
言企業｣ に登録しましょう

県は女性が働きやすい職場づくりな
どの取り組みを宣言する企業を ｢鹿
児島県女性活躍推進宣言企業｣ に登
録し取り組みを支援しています。
●メリット　

・ 県のホームページや広報誌に企業
名などを掲載します。

・ ハローワークの求人票に登録企業
である旨を記載できます。

・ 県中小企業融資制度の一部資金を
活用する場合に、信用証料率を通
常より 0.1％引き下げられます。

●申込方法　 申請書と調査票を男女
共同参画室に提出。

※ 詳細は県ホームページをご覧くだ
さい。

　　県庁　男女共同参画室
　　☎ ０９９- ２８６- ２６３４
問

令和４年度無料調停手続き
相談会の開催

●日　程　９月４日（日）
●時　間　 午前 10 時～午後３時
●場　所　 姶良市姶良公民館
●相談員　 鹿児島家庭裁判所加治木

支部　調停委員
●相談内容　 

・ 家事関係（婚姻・夫婦関係・親子
関係・扶養・遺産相続）

・ 民事関係（土地・建物の売買譲渡・
土地の境界など民事上のトラブル・
金銭の賃借関係・交通事故に関す
る紛争）　

※相談は無料です。
※相談内容の秘密は守られます。
※ 予約不要です。直接会場へお越し

ください。
　　 鹿児島地方裁判所・家庭裁判所
　　加治木支部　加治木調停会　古城
　　☎ ０９０- １９７０- ９６０１

問

鹿児島県女性活躍推進宣言企業 検索
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●一般事務
　 平成２年４月２日以降に生まれた方で高校卒業 

（見込みを含む）以上の学歴を有する方または同程
度の学力を有する方。

●農業技術
　 昭和 62 年４月２日以降に生まれた方で①・②を

満たす方。
　 ① 高校卒業（見込みを含む）以上の学歴を有する

方または同程度の学力を有する方。
　 ② 農業技術に関する専門課程を修了した方。（見込

みを含む）
●土木技術
　 昭和 57 年４月２日以降に生まれた方で①を満た

す方のうち②または③を満たす方。
　 ① 高校卒業（見込みを含む）以上の学歴を有する

方または同程度の学力を有する方。
　② 土木技術に関する専門課程を修了した方。（見込

みを含む）
　③ 技術士または技術士補（建設部門または電気電

子部門）・１級または２級土木施工管理技士・測
量士または測量士補・電気主任技術者（第一種・
第二種または第三種）・1 級または 2 級電気工事
施工管理技士）のいずれかの資格を有する方。

●保育士
　 昭和 57 年４月２日以降に生まれた方で①を満た

す方のうち②または③を満たす方。
　①  高校卒業（見込みを含む）以上の学歴を有する

方または同程度の学力を有する方。
　② 保育士の資格を有する方。（見込みを含む）
　③幼稚園教諭の資格を有する方。（見込みを含む）

受験資格募集人数
●一般事務　５名程度　  ●土木技術　１名程度
●農業技術　１名程度　  ●保 育 士　１名程度

① 本庁総務課秘書人事係・各支所地域振興課総務消
防係の窓口

②郵送（封筒に「受験申込書請求」と朱書きすること）
③市ホームページからダウンロード

試験案内・受験申込書の請求先

８月 16 日（火）まで申込期間

９月 18 日（日）一次試験日

教養試験・性格特性検査・作文試験
※ 教養試験は基礎的な知的能力を検

証する試験です。

一次試験内容

曽於市役所本庁（予定）試験会場

〒 899-8692　
曽於市末吉町二之方 1980 番地
曽於市役所 総務課 秘書人事係　
☎ 0986-76-8801
※受験手続や試験内容の詳細は
　市ホームページにも掲載して
　あります。

お問合せ先・送付先

山中貞則顕彰記念事業
寄附金

令和４年６月受付分　20 件
※敬称略・受付順
株式会社ありあけ測量設計・沖縄県
軍用地等地主会連合会・下山畜産株
式会社・有限会社瑞穂農場・ナンチ
クグループ・そお鹿児島農業協同組
合・鹿児島県農業協同組合連合会・
有限会社山口製茶・宮ケ原誠・野間
健之・曽於市森林組合・曽於市商工
会・泡盛研究会・大町商事株式会社・
匿名６件
　合計　751 万円
令和４年６月末時点
　698 件　3 億 1,889 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）

令和４年６月受付分
　4,176 件
　7,070 万円

オンライン申請用二次元バー
コード付きマイナンバーカード
交付申請書が送付されます

マイナンバーカード交付申請を行っ
て い な い 方 に、 オ ン ラ イ ン 申 請 用
二次元バーコード付きマイナンバー
カード交付申請書が７月下旬から９
月上旬にかけて送付されます。
最大２万円分のポイントがもらえる、
マイナポイント第２弾の対象となる
カードの申請期限は９月末までです。
※ 詳細は県ホームページをご覧くだ

さい。
　　県庁　デジタル推進課
　　☎ ０９９- ２８６- ２３８９
問

マイナンバー交付申請書 検索

曽於市 HP

曽於市職員採用試験を実施します令和
４年度
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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

2022.8　#206

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
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　市は令和 2 年 3 月 23 日に手話言語条例を制定しました。手話は言語であり、手話への理解と手話を
使用しやすい環境を推進します。手話と親しむために身近なものから覚えて積極的に使ってみましょう。

人差し指と中指を
立て、額にあてる。
（「昼」を表現）

両手の人差し指を
向かい合わせて曲
げる。
（「あいさつ」を表現）

右手のこぶしを鼻
にあてる。
（「よい」を表現）

手を開き、頭を下
げながら手を前に
出す。
（「お願い」を表現）

人差し指と中指を立
て、額にあてる。（「昼」
を表現）

両手の人差し指を向か
い合わせて曲げる。（「あ
いさつ」を表現）

右手のこぶしを鼻にあ
てる。（「よい」を表現）

手を開き、頭を下げな
がら手を前に出す。
（「お願い」を表現）

こんにちは よろしくお願いします
1 2 1 2

手話手話を使ってみよう！を使ってみよう！

お問い合わせ　福祉課・福祉事務所 社会福祉係　☎ ０９８６- ７２- ０９３６
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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

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

上記の表は、曽於市国民健康保険に加入している被保
険者の 1 カ月の医療費の状況です。
医療費総額のうち、市（国保）は 84.04%を負担しています。
※対前年平均比は令和２年度曽於市国保の 1 カ月平均値と比較
※ 対県平均比は令和２年度鹿児島県市町村速報医療費（1 カ月平均値）

と比較

対前年
平均比

対　県
平均比

医療費総額 399,817,884 円 +5.33% -

3 月末国保被保険者数 9,390 人 -5.48% -

1 人当りの総医療費 
医療費総額／国保被保険者 42,579 円 +11.43% +11.38%

令和４年３月分医療費の状況

広告


