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スタイリッシュ農業ファッションショー
曽於市農業委員会事務局　☎ 0986-76-8818

曽於市農業委員会女性部会企画・ワークマン都城上川東店・妻ヶ丘店
協賛協力ファッションショー

河川監視カメラを設置しました
総務課 危機管理室　防災係  ☎ 0986-76-8876

　市では本庁舎南棟開庁に合わせて、市内７カ
所に防災用の河川監視カメラを設置しました。
大雨や台風などの接近の際に河川の状況をいち
早く確認し、避難行動のきっかけにしてくださ
い。市のホームページ内からどなたでも検索で
きます。ぜひ一度ご覧ください。
　大雨などの災害時はカメラ上部のＬＥＤライ
トを点灯し、画像を撮影することをご了承くだ
さい。

財部地区 中谷 溝ノ口橋（溝之口川）

財部地区 財部 新地橋（後川） 末吉地区 新町 浜田橋（大淀川） 末吉地区 南之郷 柿ノ木橋（大淀川）

末吉地区 岩南 霜月田橋（菱田川） 大隅地区 中之内 郷土館橋（前川） 大隅地区 月野 持留橋（月野川）

11/27 日 入場無料
入場には整理券が必要です

全席
自由

曽於市末吉総合センター
午後０時 30 分開場　午後 1 時 30 分開演

≪チケット取り扱い≫
曽於市農業委員会本庁事務局

大隅支所・財部支所 [産業振興課	農政商工・農業委員会係]

曽於市観光協会 /曽於市末吉総合センター

‥‥　屋外マルシェ　‥‥

午前 11 時 30 分～午後 4 時
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

2022
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11 月は児童虐待防止推進月間です！！
こども未来課　子育て応援係　☎ 0986-76-1734

　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、
子どもの生命が奪われる痛ましい事件も後を絶たない状況です。
　子どもへの虐待は、経済的困難などそれぞれの家庭がかかえ
る問題に加え、地域での孤立がその背景にあります。こどもの

「命」と「権利」そしてその「未来」を社会全体で守らなければ
なりません。

虐待かもと思ったら迷わずにお電話ください

子育てに不安を感じたら

　万が一、内容が間違いであったとしても責任が問われること
はありません。連絡は匿名で行うことも可能です。

　市では子育てに関する悩みを一人で抱え込まないよう、育児
相談や健診などを通して育児不安の軽減に努めています。電話
での相談も受け付けていますので、気軽に相談ください。

機関名 電話番号

曽於市こども未来課
（子育て応援係） 0986-76-1734

鹿児島県大隅児童相談所 0994-43-7011

児童相談所全国共通ダイヤル 189（24 時間対応）

機関名 電話番号

すえよし子育て支援センター 0986-76-6565

おおすみ子育て支援センター 099-482-2875

たからべ子育て支援センター 0986-72-2266

≪児童虐待相談・連絡窓口≫

≪子育て相談窓口≫

児童虐待
　　  とは

身体的虐待
殴る・蹴る・投げ
落とす・激しく揺
さぶる・やけどを
負わせる　など

性的虐待
子どもへの性的行

為・性的行為を見せ
る・ポルノグラフィ

の被写体にする
など

ネグレクト
家に閉じ込める・
食事を与えない・

ひどく不潔にする・
車の中に放置する

など心理的虐待
子どもの面前で家
族に暴力をふるう

（DV）・言葉による
脅し・無視　など

「もしかして？」ためらわないで！　　　　（いちはやく）189
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そお市の情報をお届け！
そお市の情報をお届け！

お知らせ
2023（令和５）年版鹿児島
県民手帳の販売について

鹿児島県統計協会では鹿児島県民手
帳の「2023（令和５）年版」を 10
月 18 日の「統計の日」から販売し
ています。数に限りがありますので、
お早めにお買い求めください。
●販 売 価 格　 １冊 600 円（税込）
●カバーの色　黒・赤・青の３種類
●取 扱 店　 県内のコンビニ・書

店・文房具店
　　企画政策課　
　　統計・男女共同参画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２

問

令和５年度の裁判員候補
者・検察審査員候補者に選
ばれた方へ

それぞれの候補者は選挙権を有する
県民の中からくじで選定されます。
選定された候補者の方へは 11 月中
旬頃に「裁判員候補者名簿への記載
のお知らせ」または「検察審査員候
補者名簿への記載のお知らせ」が届
きます。
国民が司法に参加する二つの制度で
す。ぜひご協力ください。
　　裁判員について
　　鹿児島地方裁判所　刑事部
　　裁判員係
　　☎ ０９９- ２２２- ７１５７
　　検察審査員について
　　鹿児島検察審査会事務局
　　☎ ０９９- ８０８- ３７１９

問

問

歯周病検診をお忘れではあ
りませんか？

●対象 　 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳
の節目年齢の方。

●期間　11 月 30 日（水）まで
●料金　検診 1 回に限り無料。
●指定歯科医療機関
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
※ 対象者には、はがきで通知してい

ます。
※ 通知はがきを紛失された方はお問

い合わせください。
　　子ども未来課
　　☎ ０９８６- ７６- １７３４
　　保健課
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０６

問

問

８０２０達成者表彰
ハチマルニイマル

【お問い合わせ】こども未来課　☎ 0986-76-1734

氏名 行政区 年齢 歯の数
須賀 辰巳 財部町 小土野 94 29
高岡 順一 末吉町 川内東 89 26
今西 喜代子 末吉町 丸尾 84 28
有本 清 財部町 田平 84 20
濵田 耕作 末吉町 上町 82 22
菅原 イサ子 大隅町 新城 82 24
西 カツエ 大隅町 西笠木 81 25
村下 勇 大隅町 里脇 81 24
末吉 京子 末吉町 新高松 81 24
片平 繁敏 末吉町 新高松 81 29
松下 義昭 大隅町 猫塚 81 28
柏木 イツ子 大隅町 大路 81 25
矢野 トシ子 財部町 田平 81 28

氏名 行政区 年齢 歯の数
永吉 トシ子 財部町 宇都 80 21
坂口 照夫 財部町 大良 80 20
春口 利弘 末吉町 森田 80 26
石田 守 末吉町 菅渡中 80 27
隈元 洋子 末吉町 西柳井谷 80 27
萩元 勝男 大隅町 伊屋松 80 21
鮫嶋 節子 大隅町 東鍋 80 22
福岡 伎佐子 末吉町 森田 80 27
中原 弘 末吉町 後柳井谷 80 27
大塚 啓作 末吉町 寺田上 80 22
梶原 光夫 大隅町 下須田木 80 23
馬塲 和美 大隅町 東馬場 80 22

令和４年度の 8020 達成者は 25 名でした。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、それぞれのご自宅で表
彰しました。8020 を達成するには規則正しい食習慣と日々のお手入れが大切です。さらにかかりつけ歯科医を
決めて、定期検診を心がけることは健康寿命の延伸につながります。口は全身の健康の入り口です。皆さんも
歯と口の健康づくりに心がけましょう。
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◎「不法投棄防止月間」とは？
鹿児島県では 11 月を「不法投棄防
止月間」と定めており、より一層の
不法投棄の根絶を図ります。
●期間　11 月  １日（火）～
　　　　11 月 30 日（水）
●内容　 監視パトロールの強化・廃

棄物の適正処理の指導など
◎�不法投棄とは何？
ごみを他人の土地や目立たない場所
に投棄することを言います。不法投
棄は環境を悪くするだけでなく、景
観を損なうなど決して許されない行
為です。
◎�不法投棄をすると ... ？
５年以下の懲役もしくは 1 千万円以
下の罰金またはその両方が科せられ
ます。
◎�市民の皆さまへ
不法投棄は重大な犯罪です。「不法
投棄をしない・させない・見かけた
ら通報」を心がけて不法投棄のない
住みよいまちを目指しましょう。
　　市民環境課　環境係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０５
問

きばっど曽於市！商品券
（第４弾）引換期限と使用
期限について

商品券の引き換えがお済みでない方
は 12 月 28 日（水）までに市役所で
引き換えをお願いします。
●引換期限　 12 月 28 日（水）まで
　　　　　　※土・日・祝日を除く。
●引換時間　 午前９時～午後４時
●引換場所　 末吉本庁・大隅支所・

財部支所
●使用期限　 12 月 31 日（土）
　　企画政策課　定住推進係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８０２
問

小・中学校の
樹木の取り扱いについて

曽於市内小・中学校の樹木は計画的
に剪定・伐採を行っていく予定です。
現在、高木となり管理が難しくなっ
ている樹木や、子ども達の教育活動
の支障となる樹木が多数あります。
今後、樹木医による診断結果や子ど
も達の安全性を考慮しながら、計画
的に剪定・伐採を行っていきます。
剪定・伐採の対象となる樹木の中に
は、記念樹なども含まれるかもしれ
ませんが、子ども達の安全・安心な
学校生活のため、ご理解とご協力を
お願いします。
　　教育総務課　学校管理係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８７１
問

地下壕（防空壕）の
情報提供について

地下壕（防空壕）は戦時中に空襲な
どから避難するために作られたトン
ネル状の施設です。経年劣化による
陥没事故・一酸化炭素中毒を引き起
こす恐れがあることから地下壕の調
査・封鎖などの安全対策を行ってき
ましたが、未確認の地下壕がある可
能性もあります。危険な地下壕があ
りましたら情報提供をお願いしま
す。
　　まちづくり推進課　都市計画係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８７４
問

法定相続情報証明制度を
利用しませんか

「法定相続情報証明制度」とは法定
相続人が誰であるかを証明する制度
です。この制度を利用することによ
り、各種手続きの戸籍書類一式の提
出を省略することができます。
※ 詳 し く は 法 務 局 の

ホームページをご覧
ください。

　　鹿児島地方法務局　曽於出張所
　　☎ ０９９- ４８２- ００４７
問

募　集
第15回 曽於市米自慢コン
テスト出品の募集

●資　　格　 市内在住の方が市内で
栽培した主食用米。

●部　　門　 普通作の部
　　　　　　減農薬無農薬栽培の部
※出品はどちらかの部門で１点のみ。
●参 加 費　 無料
●申込方法　 申込書・モミ米２㌔ま

たは玄米 1.5㌔を提出。
●申込期限　 11 月 14 日（月）まで
●申込場所　 本庁 農政課
　　　　　　大隅支所 産業振興課
　　　　　　財部支所 産業振興課
●審査項目　 玄米食味評価・タンパ

ク質・水分・アミロー
ス・白米食味評価

　　財部支所　産業振興課
　　営農推進係
　　☎ ０９８６- ７２- ０９３８

問

エバーグリーンセミナー
参加者の募集

 「秘密の花園 in 南九大 春に向かう寄
せ植えづくり」と「不思議な昆虫の
生態」のセミナーが開催されます。
●日　　程　 12 月 10 日（土）
●時　　間　 午後１時～午後５時 10 分
●場　　所　 南九州大学
　　　　　　都城キャンパス
●定　　員　 40 名
※応募者多数の場合は抽選。
●対　　象　 都城市・三股町・曽於

市・志布志市在住の方。
●申込期限　 11 月 25 日（金）まで
●申込方法　 はがきに「エバーグリー

ンセミナー申し込み」・
住 所・ 氏 名（ ふ り が
な）・電話番号・生年月
日を記入し南九州大学

（〒 885-0035 宮崎県都
城 市 立 野 町 3764 番 地
1）へ送付。

　　南九州大学
　　☎ ０９８６- ２１- ２１１１
問

11 月は
不法投棄防止月間です！

無料
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空き家のお悩みを
解決します！

山中貞則顕彰館記念事業
寄附金

令和４年８月受付分　２件
※敬称略・受付順
重信正・匿名１件
　合計　10 万３千円
令和４年８月末時点
　704 件　３億 1,937 万 4,567 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９月受付分
　6,302 件
　１億 720 万８千円

霧島ジオパーク・ウォーキ
ング参加者の募集

大川原キャンプ場から中谷小学校ま
での約 12 ｋｍを観光ガイドと一緒
に景色や地質・植物を見ながら散策
します。
●対　　象　鹿児島県民
●日　　程　 12 月 10 日（土）
●時　　間　午前９時～午後３時
※小雨決行で雨天の場合は中止。
●集合時間　 午前８時 40 分
●集合場所　 大川原峡キャンプ場
●コ ー ス　 大川原峡キャンプ場→

悠久の森→桐原の滝→
三連轟→溝ノ口洞穴→
中谷小学校

※ 帰りは中谷小学校から大川原峡
キャンプ場まで送迎があります。

●参 加 料　 1,500 円
※弁当・豚汁・保険料などを含む
●定　　員　先着 20 名
●申　　込　電話にて申し込み。
※ 新型コロナウイルスの影響により

中止となる場合があります。
　　 （一社）曽於市観光協会
　　☎ ０９８６- ２８- ０１１１
問

イベント
オストメイトサロン会
の開催

オストメイト（人工肛門・人工膀胱）
の方やそのご家族の方を対象に開催
します。申し込みは不要です。お気
軽にご来場ください。
●日　程　 11 月 13 日（日）
●時　間　 午後１時～午後４時
●場　所　 末吉中央公民館
　　　　　第１学習室
●内　容　 体験者のお話・装具の展

示・その他の相談
●参加料　 無料
　　 日本オストミー協会
　　鹿児島支部　担当　石澤
　　☎ ０９０- ７２９５- ６１４５

問

令和５年度 保育園・幼稚
園・認定こども園の入所者
を募集

来年４月からの新規入所を希望の方
は各支所福祉窓口で、現在施設を利
用している方は各施設で申込書類を
配布します。
●書類の配布開始　 11 月 14 日（月）

◎�保育園および認定こども園
　（保育所機能部分）
●申込期間　11 月 28 日（月）～
　　　　　　12 月 14 日（水）
●申込場所　 市役所各支所
　　　　　　福祉担当窓口

◎�幼稚園および認定こども園
　（幼稚園機能部分）
●申込場所　 各 施 設 に 直 接 申 し

込みください。

※ 保育園は緊急性などの高い方から
市が入所を調整し決定します。利
用調整の結果、第一希望の施設に
入所できない場合もあります。

※ 記入・押印を済ませて申し込み場
所へ提出してください。

　　こども未来課　子育て保育係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８７０
問

相　談
全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間

女性をめぐる人権問題の解決を図り
ます。相談内容は問いません。
●相 談 員　 法務局職員または人権

擁護委員
●期　　間　 11 月 18 日（金）～
　　　　　　11 月 24 日（木）
●相談時間　 
　　平　日　午前８時 30 分～午後７時
　 　土・日・祝　午前 10 時～午後５時
●相 談 先　 全国共通ダイヤル
　　　　　　  ０５７０- ０７０- ８１０
　　鹿児島地方法務局　人権擁護課
　　☎ ０９９- ２５９- ０６８４
問

相続登記が済んでいない・管理が大
変・売れない空き家を早く手放した
い・解体したい・手放す前に遺品整
理をしたい・何をしたらいいかわか
らないなど空き家のお悩みはありま
せんか？
管理が行き届かない空き家は、老朽
が進み、近隣に迷惑をかける場合が
あります。将来を見据えて早めに対
処することが大切です。
曽於市では空き家のお悩みを解決す
る総合サービス akisol（アキソル）
を運営する株式会社ジチタイアドと
連携し、空き家所有者の支援および
空き家対策の強化に取り組んでいま
す。まずはご相談ください。
●相 談 先　 株式会社ジチタイアド

akisol（ ア キ ソ ル ） カ
スタマーサポート

●電話番号　 ０１２０- ７７２- １３５
●相談時間　 平日 午前９時～午後６時
●相 談 料　 無料
　　まちづくり推進課　住まい政策係
　　☎ ０９８６- ７６- ８８７４
問
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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 企画政策課
広報係  行

2022.11　#209

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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お詫びと訂正
市報そお 10 月号 24 ページに掲載しました「イ
ンフルエンザ予防接種費用の補助について」
の一部に誤りがありました。
　誤　　　こども未来課　子育て応援係
　　　　　☎ ０９８６- ７６- ８８７０
　正　　　保健課　健康増進係
　　　　　☎ ０９８６- ７６- ８８０６
お詫びして訂正いたします。

問

問

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

コラボハイキングの開催コラボハイキングの開催
曽於市ＰＲ大使の走る冒険家 Pon ちゃん（岩元みささん）が
中心となり企画しました。障がいのあるなしに関わらずみん
なで悠久の森を散策します。車椅子の方もジンリキという道
具でけん引して楽しめます。車椅子体験をしてみたい方やサ
ポートをしてくださる方も大募集。お気軽にご連絡ください。

●日程　 11 月 27 日（日）
●時間　午前 10 時～正午
●場所　 悠久の森
●申込　11 月 18 日（金）まで
　　 かごしまバリアフリーツアーセンター
　　☎ ０９９- ２９４- ９７２５
問

　本科では、２年間で准看護師試験の受験資格が取得 ■募集人員/４５名（１次・２次・３次募集合計）

できます。免許取得後は、准看護師として働くことが ■修業年限/２年

できます。また、本校看護師科(夜間定時制３年)への ■受験資格/中学校卒業以上
進学も可能です。☆令和３年度准看護師試験97％合格 ■試験科目/現代国語、基礎知識、作文、面接

■入試日程/２次募集　令和５年１月14日（土）

■出願期間/２次募集　令和４年12月５日（月）

　　　　　　　　　　　～令和５年１月７日（土）

●お問い合わせ先

〒885-0073　都城市姫城町8街区23号

TEL　0986-22-0711(事務)・22-0775(教務)　　http://www.m-kango.com/　都城看護専門学校

一般社団法人　都城市北諸県郡医師会

准 看 護 師 科　学 生 募 集 ！！

都城看護専門学校｜検索

社会人からの転職希望者や主婦

なども頑張っています♪

広告

11月23日 (水)
10:00～12:00 先着20名

場所 ： 曽於市末吉中央公民館 第１学習室

講師：オフィス長 橋口 斉令 様

オフィス宮崎 都城サテライトオフィス

開催日時

受講無料 ご予約優先

このセミナーは医療知識向上及び健康増進のための啓蒙活動の一環として開催しております 特定の商品や勧誘を目的としたものではありません

お問い合わせ、ご予約は
お電話またはQRコードから

『 最 前 線 の が ん 治 療 』 セ ミ ナ ー

ライフプランＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社

宮崎県都城市東町１３－１６
TEL ０９８６－６６－８１１５
FAX ０９８６－６６－８１６６

〒885-0052

「がん」ってどんな病気？ どんな治療方法 ？

治療費はいくら ？
セカンドオピニオン？

先進医療？

知っているようで知らない「がん」に関する事について分かりやすくお伝えします

1４:00～1６:00 先着20名

12月3日 (土)
気になっていませんか？

広告
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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

広告

資 金 名 マイカーローン 教育ローン

金　利

※お借入期間：6ヶ月以上１０年以内（据置期間含む）
※お借入金額：10万円以上1,000万円以内（１万円単位）

※お借入期間：１５年以内（在学期間+９年/据置期間含む）
※お借入金額：10万円以上1,000万円以内（1万円単位）

令和５年３月３１日まで実施中！

【お問い合わせ】そお鹿児島農業協同組合

大隅支店 099-482-6813 財部支店 0986-72-3114 末吉支店 0986-76-7703

最軽減金利

年１．５％→

今なら 年

最軽減金利

年１．８％→

今なら 年

（保証料別途） （保証料別途）


