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「2022 宮崎県ふるさと
就職説明会」参加者募集
　人材を求める県内企業と県内就職
希望者の出会いの機会として、オン
ライン形式による就職説明会を開催
します。今年は、２月に企業約100
社が自社の魅力を発信する企業説明
会、３月に企業約30社の担当者と意
見交換する座談会を開催します。
●�開催日時

【企業説明会】
　２月12日（土）、13日（日）、20日
（日）、23日（水・祝）、26日（土）、27日
（日）
　いずれも午前10時～午後５時10分
（予定）
【座談会】
　３月５日（土）、６日（日）、11日
（金）、12日（土）、19日（土）、20日（日）
　いずれも午後１時～午後３時半
（予定）
●�対象者＝県内での就職を希望する方
●�参加企業など＝県内に事業所など
を有し、県内で就業する人材を募
集する企業

【２月企業説明会】
　県内企業約100社および行政関係機関

【３月座談会】
　企業説明会（２月）参加企業のう
ち約30社
　参加企業などは専用サイトに掲載
します。
　「2022宮崎県ふるさと就職説明
会」で検索。
●�申し込み方法＝専用サイトの申し
込みフォームから事前申し込み。
申込者へ接続用URLを送付します。

●�参加料＝無料
　��宮崎県雇用労働政策課　�
☎0985 ‐ 26 ‐ 7105

kushimen’s kitchen 
（男性料理教室）参加者募集！
　本市では、男性を対象とした料理
教室を実施しています。
　今回のテーマは「減塩でもおいし
く食べたい！」です。
　食材や調理法を変えると減塩でも
ヘルシーにおいしく食べられますよ♪
　ソーシャルディスタンスを保って

おいしく、安全、ヘルシーに料理を
しませんか？
　初心者大歓迎！お気軽にお問い合
わせください。
●�日にち＝２月19日（土）
●�時間＝午前10時～午後１時（予定）
●�場所＝市総合保健福祉センター２
階調理室

●�料金＝無料（エプロン、三角巾�
｟バンダナなど｠とマスクをご持参
ください）

●�締切＝２月16日（水）まで（ただし、
定員10名になり次第締め切らせて
いただきます）

※�新型コロナウイルス感染症の状況
により中止になる場合があります。

　�　なお、当日は感染予防のため、
検温と体調チェックを行います。
体調の優れない方はご参加をお控
えください。ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

●�メニュー（予定）
　豚肉の生姜焼き、マカロニサラダ、
きのこと白菜のミルクみそ汁、オレ
ンジジュースの寒天ゼリー（メニュー
は変更になる場合があります）
　��　　�医療介護課健康増進係�

☎72 ‐ 0333
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　市教育員会では、スポーツ・文化の各大会において特に優秀な成
績を収めたと認められる児童・生徒またはチームに「教育委員会表
彰」を実施しています。
　今年度は昨年６月に宮崎市で行われた「第７回全九州少年少女空
手道選手権大会」で優秀な成績を収めた４人の児童を表彰。12月15
日に福島小学校、同月16日に大束小学校で表彰式を行い、教育長か
ら表彰者に賞状および記念品を手渡しました。

　表彰者は次の通りです。
・【小学４年女子組手の部�優勝】
　吉田�愛さん（大束小学校）
・【小学３年男子組手の部�準優勝】
　和田�春

はる
人
と
くん（福島小学校）

・【小学５年男子組手の部�準優勝】
　南�仁くん（福島小学校）
・【小学４年女子組手の部�第３位】
　黒木�悠

ゆ
楽
ら
さん（福島小学校）
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　生ジャズバンドの魅力を感じ、実際にバンドのサポートを受け
て歌ってみたい方を募集しています。宮崎を拠点に活動中のピア
ニスト大西洋介さんのトリオと本市出身の谷口さとみさんがジャ
ズライブを披露。その後のワークショップでジャズとは何かを分
かりやすく解説。第三部のセッションであなたの好きな歌をオ
シャレな伴奏に乗せて歌ってみませんか？年齢・経験は問いませ
んのでお気軽にお問い合わせください。
※�当日は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、検温や手
指消毒の準備をしておりますので、マスク着用の上ご来場ください。
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況により開催を見合わせる
場合がございます。
●�日時＝２月20日（日）　開場：午後１時～／開演：午後１時半～
●�場所＝市文化会館ロビー
●イベント内容
・第一部：Jazz�Live（午後１時半～午後２時）
・第二部：�Live＆ワークショップ（午後２時10分～午後２時50分）
・第三部：セッション（午後３時～午後３時半）
●�入場料＝無料（50名予定）

●�申込締切＝２月10日（木）
●�主催＝Bright�Light
　��　　�☎090 ‐ 9578 ‐ 3798（栫

かこ
井
い
）申・問
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２２００２２２２年年２２月月２２００日日（（日日））  会場 串間市文化会館 ロビー 開場 １３：００   開演 １３：３０ 第一部  Jazz Live 13:30～14:00 第二部 Live&ワークショップ 14:10～14:５0   谷谷口口ささととみみ（（VVoo）） 
第三部  セッション 1５:０0～１５：３０       谷谷口口ささととみみ（（VVoo））                        

入場無料  ５０名様 限定        （予定）       谷谷口口ささととみみ（（VVoo））                 

    主催  Bright Light                  〈曲目予定〉 
お問合せ 09０‐９５７８‐３７９８  (栫井)        ♪♪MMyy  FFuunnnnyy  VVaalleennttiinnee 

                               ♪♪CClloossee  TToo  YYoouu  

                                       ♪♪OOnn  TThhee  SSuunnnnyy  SSiiddee  

セッション参加をご希望の方は、事前にご予約ください        OOff  TThhee  SSttrreeeett 

時間に制限があるため、抽選のうえ決めさせていただきます   ♪♪早早春春賦賦    eettcc....  

                    締め切り 2月１０日（木）     

大大西西洋洋介介（（PP））                  坂坂元元陽陽太太（（BB））      島島田田ママーーボボーー正正文文（（PPeerr））  

大大西西洋洋介介 TTrriioo  wwiitthh  谷谷口口ささととみみ  
 

よよかかままちち JJAAZZZZ  DDAAYY   

�　　　よかまちJAZZ DAY開催！
ジャズの魅力に触れて歌ってみませんか？
イベント

�　　�　��申告相談会場などのご案内
【税務署が開設する申告相談会場】
●�開設場所＝日南税務署１階会議室
●�開設期間＝２月16日（水）～３月15日（火）（土
日祝日を除く）
●�受付時間＝午前９時～午後４時
※�譲渡所得、山林所得および贈与税についての
申告相談については、下表のとおり担当者が
不在となりますので、可能な限り担当者が在
庁する日にお越しください。

担当者が不在となる日

２月 18日（金）・25日（金）

【新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお
願いします】
※�咳・発熱などの症状がある方や体調のすぐれ
ない方は、来場をご遠慮いただいております。
※�検温、手洗いやマスクの着用など、感染予防
へのご協力をお願いします。
※�申告相談会場では、入場整理券方式を実施し
ます。なお、入場整理券につきましては、当
日配布のほか、ＬＩＮＥを通じたオンライン
事前発行（相談希望日の10日前から前々日ま
でに予約）も可能です。

税�金

　�日南税務署（日南市上平野町１丁目８番地４）☎22-3671問

�　　�　��いつでもどこでもスマホで申告
　スマートフォンで所得税の確定申告書を作成し、e -Tax
で申告することができます。
　給与所得、年金収入や副業などの雑所得のほか、上場株式
などの譲渡所得など・配当所得などがあり、特定口座年間取
引報告書をお持ちの方などはスマートフォン専用画面をご利
用いただくことができます。
　また、スマートフォン専用画面ではスマートフォンのカメ
ラで給与の源泉徴収票を撮影いただくと、金額、支払者情報
などが自動入力されるなど、簡易にe -Taxで申告すること
ができます。

【スマホで e -Tax 】
　スマートフォンからe -Taxで申告するために、次のいず
れかの方法がお選びいただけます。

マイナンバー
カード方式

「マイナンバーカード」と「マイナンバー
読取機能を搭載したスマートフォン」を
お持ちの方は、マイナンバーカードの
電子証明書を読み取って、スマートフォ
ン専用画面からe -Taxで送信できます。

ＩＤ・
パスワード方式

事前に税務署で職員と対面による本人確
認を行った後に発行される「ＩＤとパス
ワード」があれば、スマートフォン専用
画面からe -Taxで送信できます。

　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）�
をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

税�金
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　　　　令和３年度教育委員会表彰を行いました表�彰

吉田さん

左から和田くん、南くん、黒木さん
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