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お知らせ
Information

　※�市役所各支所の市民課と税務課 (係 ) では、

　　窓口業務を午後６時 30分まで延長しています。

落雷による罹
り

災
さい

証明の発行業務の廃止

総務課消防交通係　
☎ 0986-76-8801

　市が発行する罹災証明には、これまで落雷に
よるものも含まれていましたが、落雷の場合は
他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは
判断できにくいことや家電などのように故障の
原因が落雷によるものなのかどうかは市では判
断しかねます。
　さらに落雷の発生日時や場所などを特定し、
その事実を把握することが困難であるため、５
月１日から落雷による罹災証明の発行業務を廃
止します。
　なお、落雷以外の災害による罹災証明は、こ
れまでどおり発行します。
　今後、落雷による保険請求をする場合は、現
在契約している保険会社などと相談のうえ、保
険請求をしてください。

第４回花房峡憩いの森
新緑ジョギング大会の参加者募集

経済課商工観光係
☎ 0986-76-8808

日　時　５月 17 日（日）
　　　　受付　午前８時 30 分
　　　　開会　午前９時 30 分
会　場　曽於市花房峡憩いの森
種　目　２km、３km、５km、８km
資　格　市内外を問わず誰でも参加できます。
参加料　大人 500 円、中学生以下 300 円
　　　　参加料は昼食代を含みます。
申込み　４月 20 日〜５月８日
申込先　 経済課（末吉支所）か花房峡憩いの森

管理事務所☎ 0986-78-1100
※ 申込用紙は、申込先のほか、産業振興課にあ

ります。

抱えきれない借金でお悩みの方へ

多重債務相談窓口
☎ 099-227-5279

　財務省九州財務局鹿児島財務事務所では、多
重債務相談窓口を開設しています。
　借金にお悩みの方々から相談をお聞きし、必
要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引き
継ぎを行います。
　相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽
にご相談ください。

多重債務相談窓口
相談時間　月曜〜金曜日
　　　　　（年末年始、祝日を除く）
　　　　　午前９時〜正午、午後１時〜５時
住　　所　鹿児島市山下町 13 番 21 号
　　　　　（鹿児島合同庁舎）
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ガーナ料理体験講座！

カピックセンター　
☎ 0994-45-3288

　チョコレートで有名な西アフリカのガーナの
文化や料理を体験しましょう。

日　時　①４月 22 日（水）午前 11 時〜
　　　　②４月 26 日（日）午前 11 時〜
　　　　（①と②の内容は同じです）
場　所　カピックセンター
　　　　鹿屋市上高隈町 3811 − 1
参加費　５００円
申込み　 電話、ファックス、メールでカピック

センターまで（月曜日休館）
期　限　 ①は４月 17 日（金）まで、②は４月

21 日（火）までにお申し込みください。
定　員　各回３０人（先着順）
ＦＡＸ　0994-45-3258
メール　kapic111@po3.synapse.ne.jp

※ カピックセンターでは、団体（５〜 30 人）
でお申し込みいただけば、ご希望の日程にあ
わせて世界の料理講座を実施します。随時受
け付中ですのでお問い合わせください。

広告

当初２年固定 当初３年固定 当初５年固定 当初 10 年固定 当初 15 年固定 当初 20 年固定
年 1.15％ 年 1.35％ 年 1.35％ 年 1.65％ 年 2.20％ 年 2.30％

特約終了後は、更にその時点の基準金利から 0.9％優遇します！

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（３月の金利です）金利は、毎月見直します。

本　所��☎ 099-482-6807　�末吉支所��☎ 0986-76-7703　�大隅支所��☎ 099-482-6813　�財部支所��☎ 0986-72-3114

※掲載上の関係から３月の金利掲載となっております。４月の金利については、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

【お問い合わせ先】　そお鹿児島農業協同組合

ＪＡバンク鹿児島のホームページ
http://www.jabank-kagoshima.or.jp/

ホームページには、最優遇金利が掲載されています！

そお鹿児島農業協同組合　大隅支所　☎ 099-482-1261
末吉支所　☎ 0986-76-7702
財部支所　☎ 0986-72-3114
金融推進課　☎ 099-482-6812

NINTENDO−DSi

※給与振込を指定されますと上記金利よりさらに 0.2％優遇します！

ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！

対象：「給与振込」・「定期貯金 10 万円以上」・「定期積金 30 万円以上」
　　　「公共料金口座振替」・「JA カード」のうちいずれかご契約の方

離職者緊急雇用確保資金のご案内

県庁経営金融課　　
☎ 099-286-2946

　ハローワークを通じて、離職者を正規従業員
として 2 人以上雇用する中小企業者を金融面
から支援するため、離職者緊急雇用確保資金の
制度を創設しました。

対象者　 県内で１年以上事業を行っている中小
企業者または組合で、離職者をハロー
ワークを通じて正規の従業員として２
人以上雇用するもの。ただし、平成
20 年 10 月 31 日以降、会社の都合で
正規の従業員及び非正規の従業員を解
雇していないこと。（従業員の自己都
合による退職は除く）

使　途　運転資金
限度額　2,000 万円
期　間　 ７年間
利　率　 年 1.97％〜年 2.37％
保証料率　年 0.13％〜年 1.58％
申込み　 各商工会議所、各商工会、県中小企業

団体中央会（組合の方）

ＪＡバンク
JAバンク フレッシャーズキャンペーン

特賞

1等 2等商品券 5,000 円 商品券 3,000 円
■お問い合わせはお気軽にお近くの JA 窓口へ
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文化ホールサポートスタッフの募集

教育委員会社会教育課
☎ 099-482-5958

　曽於市教育委員会では、市内の文化ホール（大
隅文化会館・末吉総合センター・財部きらめき
センター）で行われるイベントの接客業務等を
行う市民ボランティア『文化ホールサポートス
タッフ』を募集しています。
　業務内容は、チケットもぎりやロビーでの案
内、客席案内、楽屋等での出演者の警備などを
行います。
　芸術文化に興味のある方、接客マナーを身に
つけたい方、舞台公演が好きな方等、だれでも
参加できます。いっしょに曽於市の芸術文化事
業を盛り上げませんか。

募集期間　４月７日（火）〜 21 日（火）
応募方法　 社会教育課（市役所大隅支所３階）、

末吉総合センター、財部中央公民館
に準備してある申込書に必要事項を
記入し、募集期間内に申し込んでく
ださい。

応募条件　 ① 曽於市に居住し18 歳以上の健康
な方で全ての接客業務を務めるこ
とが出来る方。性別は問いません。

　　　　　 ② 文化ホールサポートスタッフ養成
講座（全４回講座）を全て受講で
きる方

募集人数　15 人程度
※ 全ての養成講座を受講した方を文化ホールサ

ポートスタッフとして登録し、各種イベント
等において活動していただきます。

広告

食べながら！無理なく！スマートに・・・リバウンドしにくい！

さらにお肌しっとり、生理痛、更年期にもバッチリ！！

薄着の季節！！五重奏

【要予約】090-9608-6055    【料　金】2,800 円～    【場　所】末吉町高松

専用のウェアを着て
ハーブの蒸気を全身に

大量の汗
脂肪、体内の毒素も排出

基礎代謝アップ！！
内臓脂肪・皮下脂肪のダウン

45 分 結果

国税専門官採用試験受験者募集

大隅税務署　　　　
☎ 099-482-0007

　人事院と国税庁では、国税専門官採用試験の
受験者の募集をしています。
募集要領は、次のとおりです。

受験資格
　① 昭和 55 年４月２日から昭和 63 年４月１

日までに生まれた方（学歴は問いません）
　 ② 昭和 63 年４月２日以降に生まれた方で、

大学を卒業された方及び平成 22 年３月ま
でに大学を卒業する見込みの方

試験の程度　大学卒業程度
受付期間　 ４月１日（水）から 14 日（火）
　 郵送の場合は４月 14 日の消印有効（できる

限り簡易書留をご利用ください）
持参する場合
　受付時間は午前９時から午後５時まで
　（土・日曜日は除く）
第一次試験　６月 14 日（日）
申込用紙　 人事院九州事務局又は熊本国税局に

請求してください。
受験申込先　〒 860-8603
　　　　　　熊本市二の丸 1-2
　　　　　　熊本国税局人事第二課
詳しいお問い合わせ先
　人事院九州事務局
　☎ 092-431-7733
　熊本国税局人事第二課
　☎ 096-354-6171
　※自動音声案内
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広告○ うぶ毛と共にお肌の古い角質も除去
します。

○ お肌に潤いを与え化粧のノリがとて
も良くなります。

早水あやめまつり（都城市）

祝吉地区公民館　　
☎ 0986-23-2890

　28,000 株 42 万本のアヤメが咲き乱れる中
で、あやめ音頭の輪踊りや民俗芸能の披露、ス
ケッチ大会などがあります。
　また早水神社にゆかりのある髪長姫 ( かみな
がひめ ) が公園を散策し、記念写真撮影に応じ
るなど、まつりに花を添えます。
日　時　５月３日（憲法記念日）
　　　　午前９時 30 分〜午後４時
場　所　早水公園（都城市早水町）

環霧島情報

竹の子狩りフェアー（えびの市）

えびの市畜産農林課
☎ 0984-35-1111

　竹林を生かしたイベントで、静かな竹林の中
で竹の子狩りが楽しめます。だご汁が振舞われ
るほか、農産加工品や竹細工の販売などもあり
ます。
日　時　４月 19 日（日）午前９時〜
場　所　えびの市大河平小学校周辺の竹林

同じふるさとの山「霧島山」を思う人々の集い、
霧島山を囲む５市２町が協力して「環霧島会議」
が発足。各市町のイベント情報をお知らせしま
す。

レディースシェービング

ヘアーサロン　アズマ
（市役所入り口　栄楽公園前）
曽於市末吉町二之方 1955-7
☎ 0986 −７６−３３８６
営業時間　午前 8 時〜午後 7 時
定休日　毎週月曜日・第 3 日曜日

お顔そり & 角質取り & マッサージ
& 美白パック  ・通常 3,000 円を

お試しキャンペーン

1,000円！！

和気公園藤まつり（霧島市）

藤まつり実行委員会
☎ 0995-54-6410

　霧島市牧園町は奈良時代から平安時代にかけ
て国の官僚として活躍した和気清麻呂公が道鏡
事件により流された地です。清麻呂公の生まれ
故郷・岡山県和気町から贈られた藤の苗木 23
種約 100 本が生長し、可憐な花を咲かすよう
になりました。
日　時　４月上旬〜５月下旬
　　　　午前 8 時 30 分〜午後７時
場　所　霧島市牧園町宿窪田 3986
入場料　 300 円（小学生以下と障害者手帳持

参者は無料）、500 円（フリーパス券）

鯉のぼりは電線にふれないところで

九州電力㈱鹿屋営業所
☎ 0120-986-806

　お子さまの健やかな成長を願う鯉のぼり。鯉
のぼりをあげるときは、次のことに注意してく
ださい。

注意点
① 鯉のぼりは電線から十分に離れた安全なとこ

ろにあげましょう。
② 鯉のぼりのポールを立てるときや倒すとき

は、電線にふれないように注意しましょう。
③ もし鯉のぼりが電線にかかった場合は、危険

ですから自分でとらずに、すぐに最寄りの九
州電力へご連絡ください。

初回のみ

4 月末まで


	市報そお_2009年4月号 25
	市報そお_2009年4月号 26
	市報そお_2009年4月号 27
	市報そお_2009年4月号 28

