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◆引換券の発送…

「きばっど曽於市！商品券（第４弾）」　　　
の実施について

お問い合わせ　企画課  ☎ 0986-76-8802

↑　すべての取扱店で使用できます。
　　※ 500 円券× 10 枚＝ 5,000 円

【全店応援券】 【飲食店・地元店応援券】

↑　飲食店、地元店でのみ使用できます。
　　※ 500 円券× 10 枚＝ 5,000 円

※商品券を飲食店で使用する場合は、1枚につき額面が 600 円になります。
　ただし、持ち帰りは 500 円となります。

◆対象者………… 基準日の令和４年６月24日（金）時点で曽
於市の住民基本台帳に登録されている方。

９月上旬

※今回は郵便局で引き換えは行いません

　＼ひとりあたり　　　　　　　　　配布します！／10,000 円分

午前９時～午後４時（土日祝日を除く）　
令和４年９月 13日（火）～ 12月 28 日（水）

※引換窓口に取扱店一覧のチラシを準備します。市のホームページにも掲載予定です。

使用期間

９ 13月 日
（火）

令和４年

12 31月 日

令和４年

（土）

か
ら

ま
で

◆引換期間………

地区 引換場所 引換期間 時間

末吉町 末吉中央公民館 ９月 13日～ 10月 14日 午前９時～午後４時
末吉本庁（増築庁舎） 10月 17日～ 12月 28日 午前９時～午後４時

大隅町 大隅支所 ９月 13日～ 12月 28日 午前９時～午後４時
財部町 財部支所 ９月 13日～ 12月 28日 午前９時～午後４時

地区 引換場所 引換日 時間

末吉町
光神地区研修センター ９月 15日 午前９時～正午
檍地区青少年館 ９月 16日 午前９時～正午
末吉高岡地区集会施設 午後１時 30分～午後４時

大隅町

大隅農村環境改善センター ９月 15日
午前９時～正午大隅恒吉地区公民館

大隅北地区公民館 ９月 16日大隅南地区農業構造改善センター

財部町
財部中谷地区集会施設 ９月 15日 午前９時～正午
財部北地区生活改善センター 午後１時 30分～午後４時
財部南地区公民館 ９月 16日 午前９時～正午

◆引換窓口◆

◆出張引換窓口◆
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そお市の情報をお届け！
そお市の情報をお届け！

屋外広告物適正化旬間
について

９月１日からの 10 日間は「屋外広
告物適正化旬間」です。屋外広告物
法の普及啓発・違法広告物の是正な
どへの意識啓発を推進しています。
屋外広告物の設置には原則許可が必
要です。設置者は落下・倒壊などを
防ぐための対策をお願いします。

　　建設課　計画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
問

申請が必要な屋外広告物

コミュニティ助成（宝くじ助成）
を活用してみませんか

宝くじの受託事業収入を財源として
コミュニティ助成を行っています。

● 応募方法　 企画課・各支所地域振
興課にある申請書に必
要事項を記入し提出。

● 募集期間　 ９月 22 日（木）まで
※ 詳細は（一財）自治総合センター

のホームページをご覧ください。
　　企画課　企画政策係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２
問

◎一般コミュニティ助成事業
●対　象　 コミュニティ活動に

直接必要な設備など
●助成額　100 ～ 250 万円

秋の全国交通安全運動が
実施されます！！

●運動の目的
広く県民に交通安全意識の普及・浸
透を図り、交通ルールの遵守と正し
いマナーの実践を習慣付けてもらう
とともに道路交通環境の改善に向け
た取組を推進することにより、交通
事故防止の徹底を図ること。
●実施期間
９月 21 日（水）～ 30 日（金）
●スローガン

「ルールとマナー　乗せて走ろう
  秋の道」
●運動の重点

・ 子供と高齢者を始めとする歩行者
の安全確保。

・ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故など
の防止および飲酒運転の根絶。

・自転車の交通ルール遵守の徹底。
　　曽於警察署
　　☎ ０９９- ４８２- ０１１０
問

鹿屋市からのお知らせ
米軍無人機 MQ-9 の
 一時展開について

米軍無人機 MQ-9 が海上自衛隊鹿屋
航空基地へ一時展開されます。
●展開期間　 ７月頃から２カ月程度

の準備を行い、運用が
開始され てから１年間。

●機　　数　最大８機
●要　　員　 機体操作要員・整備要

員・後方支援要員など
150 ～ 200 人程度。

●相談窓口
・ 九州防衛局鹿屋現地連絡所
　☎ ０９９４- ４３- ６９２６

・ 鹿児島県の相談窓口
　☎ ０９９- ２８６- ２０６６

・ 鹿屋市の相談窓口
　☎ ０９９４- ３５- １０１９
※ 事件事故など緊急を要する場合は

警察へ連絡をお願いします 。
　　鹿屋市　市長公室　政策推進課
　　☎ ０９９４- ３５- １０１９
問

お知らせ
末吉地区 狂犬病予防接種
の実施について

９月に狂犬病予防接種を実施します。
年に１回は受けるようお願いします。
●注射料金　１頭 3,400 円
※ 予防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。
※ 新規登録の場合は別途 3,000 円が

必要です。

　　市民課　環境係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０５
問

・ 犬を飼ったとき / 死亡したとき
/ 住所が変わったとき / 譲った
ときは市役所へ登録や連絡をし
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 ☎ ０ ９ ９- ４ ７ ２-
１０２１へ連絡してください。

マイナンバーカードの申請
について

「マイナポイント」の申し込みには９
月末までにマイナンバーカードの申
請が必要です。
７月下旬から※地方公共団体情報シス
テム機構より申請書が発送されてい
ます。ご自身で申請するか、市民課・
各支所市民係でオンライン申請する
こともできます。申請書がない方も
本人確認書類があれば申請できます。
さらに携帯電話ショップでも申請で
きるようになりました。
※ 地方公共団体情報システム機構は

国と地方公共団体が共同で運営す
る法人です。

　　市民課　市民係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０５
問
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医療事務科Ｋ②の受講生を
募集

●申込資格　 雇用保険受給資格者ま
たはハローワークに求
職申し込みをして、公
共職業安定所長の職業
訓練受講推薦を受けら
れる方。

●募集期間　 ９月 20 日（火）まで
●定　　員　 20 名
●訓練会場　 （株）ニチイ学館
　　　　　　鹿屋教室
●訓練期間　 10 月 12 日（水）～
　　　　　　令和５年１月 11 日（水）
●訓練時間　 午前９時 30 分～
　　　　　　午後４時 20 分
●受 講 料　 無料
※テキスト代は自己負担。
※ 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

IT ビジネス科（会計事務）
Ｋ②の受講生を募集

●申込資格　 雇用保険受給資格者ま
たはハローワークに求
職申し込みをして、公
共職業安定所所長の職
業訓練受講推薦を受け
られる方。

●募集期間　 ９月 15 日（木）まで
●定　　員　 20 名
●訓練会場　 有限会社ケイダブルエス
　　　　　　鹿屋パソコンスクール
●訓練期間　 10 月７日（金）～
　　　　　　令和５年１月６日（金）
●訓練時間　 午前９時～午後４時
●受 講 料　 無料
※テキスト代は自己負担。
※ 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

●申込
・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
●受付期間　 ９月 １日（木）～
　　　　　　９月 16 日（金）
※土・日・祝日を除く。
●入居資格　 

・住宅に困窮していること。
・税などを滞納していないこと。
   など
※ 詳細はお問い合わせいただくか、

市ホームページをご確認ください。

◎市営前玉団地
●住所　 財部町南俣 554 番地１
●戸数　 ２DK　１戸
　　　　３DK　４戸
●構造　 低層耐火
●家賃　 ２DK  月額 25,000 円～
　　　　３DK  月額 29,100 円～

　　本庁　建設課　管理係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８１１
　　大隅支所　建設水道課　管理係
　　☎ ０９９- ４８２- ５９５３
　　財部支所　建設水道課　管理係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９４１

問

◎入居者の選考
 応募者数が募集戸数を超える時
は、公開の抽選で入居者と補欠
者を決定します。
●抽選日　 ９月 21 日（水）
●時　間　午後２時
●場　所　
 ・末吉分　本庁３階第１委員会室

・大隅分　大隅支所別館２階
　　　　   大会議室

・財部分　財部支所３階
　　　　   第１会議室
※ 抽 選 は 対 象 住 宅 の 所 在 地 の、

市役所本庁または支所で行い
ます。

※ 都合により参加されなかった
場合は、参加された方の結果
を優先します。

イプシロンロケット6号機
打上げについて

JAXA は内之浦宇宙空間観測所から
イプシロンロケット 6 号機を打ち上
げます。約 1 年ぶりとなる打上げを
ぜひご覧ください。
●打上げ日 10 月 ７日（金）
●時　　間  午前９時 47 分頃～
 午前９時 48 分頃
 （日本標準時）
●予備期間 10 月 ８日（土）～
 10 月 31 日（月）
※ 天候などにより打上げ日が変更に

なる可能性もあります。最新の
情報は JAXA ホームページ http://
www.jaxa.jp をご覧ください。

※ 打上げ当日は見学者来訪などによ
り周辺道路が混雑する恐れがあり
ますのでご注意ください。

　　JAXA　内之浦宇宙空間観測所
　　☎ ０５０- ３３６２- ３１１１
問

募　集
市営住宅入居者の募集

◎市営丸山団地
●住所　 末吉町岩﨑 2898 番地
●戸数　 ３DK　２戸
●構造　 木造平屋
●家賃　 月額 14,600 円～

◎市営ビューテラス桜ヶ丘
●住所　 大隅町岩川 5952 番地４
●戸数　 １DK　２戸
　　　　２DK　１戸
●構造　 中層耐火
●家賃　 １DK  月額 12,400 円～
　　　　２DK  月額 18,000 円～

◎市営中須団地
●住所　 財部町南俣 1651 番地
●戸数　 ３LDK　１戸
●構造　 低層耐火
●家賃　 月額 28,300 円～
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広告

《お問合せ》 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅　℡099 ‐ 477 ‐ 1102 鹿児島県曽於郡大崎町菱田 1441

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅 8時 30分～ 21時まで OPEN!!

一般の方からアスリートまでどなたでも
施設のご利用ができます。
　浴室・シャワールーム・サウナ完備！

一般の方からアスリートまでどなたでも
施設のご利用ができます。
　浴室・シャワールーム・サウナ完備！

《トレーニングルーム 利 用 料 金》一般：400円　中高生：200円《トレーニングルーム 利 用 料 金》一般：400円　中高生：200円

陸上競技のトレーニングに特化した
日本初のスポーツ合宿施設
陸上競技のトレーニングに特化した
日本初のスポーツ合宿施設

・・・・・・・・・・

～トレーナーが教える～
走り方教室の開催

●日　程　 ９月 25 日（日）
●時　間　午前 10 時～正午
●対　象　小学１～３年生
●定　員　 30 名
●場　所　 ジャパンアスリートトレー

ニングセンター大隅
 室内陸上競技場
●料　金　 １名 1,000 円（施設使用

料を含む）
●申　込　 電話もしくは受付にて申

し込みください。
●指導者　 アーバンウェルネスクラブ
  エルグ　鈴木章介（日本

トレーニング指導者協会
認定上級トレーニング指
導者）

※ ホームページを確認のうえ、申し
込みください。

　　 ジャパンアスリートトレーニング
センター大隅

　　☎ ０９９- ４７７- １１０２

問

ヨガ教室の開催

●対　象　高校生以上
●定　員　 各 20 名
●場　所　 ジャパンアスリートトレー

ニングセンター大隅
 ３階音楽室
●料　金　 １回 500 円
●指導者　 アーバンウェルネスクラブ
  エルグ　スタジオインス

トラクター　内村加寿子
●申　込　 電話もしくは受付にて申

し込みください。
　　 ジャパンアスリートトレーニング

センター大隅
　　☎ ０９９- ４７７- １１０２

問

◎各教室の開催日程
●教室　ハタヨガ初級
●日程　 毎週土曜日
●時間　 午前９時～午前 10 時

●教室　ハタヨガフロー
●日程　 毎週土曜日
●時間　 午前 10 時 15 分～
　　　　午前 11 時 15 分

●教室　 心とからだのリラックス
ヨーガ

●日程　 毎週月曜日
●時間　 午後７時～午後８時
※講師はリモート参加。

鹿屋・大隅地区障がい者
就職面接会の参加者を募集

障がい者雇用を検討している事業所
20 社が参加します。
●日程　 ９月 29 日（木）
●時間　午後１時～午後４時
●会場　 ホテルさつき苑
※ 参加希望の方は事前にハローワー

クで求職登録および申し込みが必
要です。

※ 新型コロナウイルス感染症の状況
により変更になる場合があります。

　　大隅公共職業安定所
　　☎ ０９９- ４８２- １２６５
問

イベント
えびの岳経由池めぐり
の開催

霧島山の秋を探しませんか。
●日　　程　 ９月 18 日（日）
●時　　間　午前９時～午後３時
●集合時間　 午前８時 30 分
●集合場所　 えびのエコミュージアム
　　　　　　駐車場
●対　　象　小学生以上
●定　　員　 先着 30 名
●料　　金　 1,000 円（ 保 険 料・ ガ

イド料を含む。）
●申　　込　 電話申し込み。
●申込時間　 午後５時～午後８時
※ 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

思いやりそお市民祭
中止のお知らせ

11 月 12 日（土）・13 日（日）に予
定していました思いやりそお市民祭
は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止などの観点から中止となりまし
た。楽しみにされていた皆さまには
誠に申し訳ございませんが、何卒ご
理解いただきますようお願い申し上
げます。
　　 「思いやりそお市民祭」実行委

員会　企画課　定住推進係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２

問
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寄　附

山中貞則顕彰記念事業
寄附金

令和４年７月受付分　４件
※敬称略・受付順
隈元貞明・株式会社上岡人工・株式
会社加世田自動車学校・匿名１件
　合計　38 万円
令和４年７月末時点
　702 件　3 億 1,927 万 1,567 円
※寄附金の目標額は 5 億円です。

図書購入寄附金
８月２日、曽於市大隅町の渡邉絋三
様から 100 万円の寄附が教育委員会
へありました。
いただいた寄附金は図書購入へと活
用させていただきます。

曽於市思いやりふるさと
寄附金（ふるさと納税）

令和４年７月受付分
　3,830 件
　6,810 万３千円

県からのお知らせ令和 5年産に向けた基腐病
対策について

●ほ場の収穫残さ処理　
サツマイモ基腐病菌は、イモの収穫
残さ（クズいもやツル）で越冬し、
翌年の伝染源となるので、できる限
りほ場外に持ち出しましょう。ほ場
残さは、細かいほど分解が進むため、
収穫直後の地温の高い時期にロータ
リー耕で複数回すき込みましょう。
●種いもの準備
健全な種いもを確保するには、病気
の発生がない「種いも専用ほ場」か
ら採取しましょう。種いもの貯蔵中
の腐敗を防止するため、貯蔵前に水
洗・選別を行い、なり首と尾部を切
除後、種いもを消毒（薬剤浸漬また
は蒸熱消毒）して、風乾後に貯蔵し
ましょう。
　　県庁　農産園芸課
　　☎ ０９９- ２８６- ３２０２
問

災害による
県税の減免等について

地震・火災・風水害などの災害によっ
て自動車や住宅などの財産に損害を
受けた場合は、損害の程度に応じて
県税（個人事業税・自動車税種別割・
不動産取得税・産業廃棄物税・個人
県民税）の減免や納付期限の延長な
どの措置を受けることができます。
これらの措置を受けるには、損害の
金額が事業用資産の価額の 2 分の 1
以上であるなど一定の要件がありま
すので、詳しくは最寄りの地域振興
局などへお問い合わせください。
　　大隅地域振興局県税課
　　☎ ０９９４- ５２- ２０９３
問

広告

第 12回全国和牛能力
共進会鹿児島大会の開催

5 年に一度「和牛日本一」を決める「和
牛の祭典」が 10 月に鹿児島で開催さ
れます。

●日　程　 10 月 ６日（木）
 ～　10 日（祝・月）
●入場料　 無料
※ 詳しくは大会ホームページをご覧

ください。

　　 第 12 回全国和牛能力共進会鹿児
島県実行委員会（農政部畜産課
全国和牛能力共進会推進室内）

　　☎ ０９９- ２８６- ３２６８

問

◎�「種牛の部」・「高校および農
業大学校の部」

●場所　 霧島市牧園町
牛 の 姿・ 形 の 審 査 を 行 い ま す。
全国の銘柄牛の試食や鹿児島黒
牛のバーベキュー、本県の農林
水産物・特産品の販売なども行
います。

◎「肉牛の部」
●場所　南九州市知覧町　
肥育牛の肉質などを審査します。
JA 食肉かごしま南薩工場などで
出品牛の枝肉審査や枝肉のセリ
を行います。

第 12 回全共 検索
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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

2022.9　#207

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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９月下旬から、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、

調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

◎ 調査の内容・調査票の記入方法について
コールセンター　☎ 0570-01-7139
設置期間　９月１日（木）～ 10 月 31 日（月）
受付時間　 午前８時～午後９時（土・日・祝日含む）

◎ 調査票の不足・調査員への連絡が必要なとき
曽於市役所 企画課　☎ 0986-76-8802
受付時間　 午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　　　　（土・日・祝日除く）

調査の目的
国民の就業・不就業の状態を調査し、我が国の就業構造を全国・地域別に明らかにし、国や地方公共団体
における雇用政策、経済政策などの各種行政施策立案の基礎資料を得ることや学術研究のための利用に資
することなどを目的として実施します。

調査の対象
統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の約 54 万世帯（15 歳以上の世帯員約 108 万人）です。

調査結果の利用
国や地方公共団体の政策の基礎資料として幅広く使われています。

（非正規雇用者の安定就業・処遇改善に向けた対策、副業の促進など柔軟な働き方がしやすい環境整備、
職業能力の開発と人材育成、育児・介護・看護と就業の両立支援、高齢者の就業促進）

総務省統計局（鹿児島県・曽於市）では
10月１日現在で就業構造基本調査を実施します！

回答はかんたん便利な
インターネット回答で

令和４年10月１日

※ 調査員に提出、または郵送で提出することも
できます。

お問い合わせ
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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

広告

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


