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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。

ホームステイ受け入れ家庭募集

カピックセンター　
☎ 0994-45-3288

　香港やマカオで日本語を学んでいる大学生
が、カピックセンターで研修します。１泊２日
のホームステイを通して交流してみませんか
香 港 大 学　６月 20 日（土）・21 日（日）
マカオ大学　７月 11 日（土）・12 日（日）
香港中文大学　８月１日（土）・２日（日）
申込み　 カピックセンター（アジア太平洋農村

研修センター）に電話またはメールで
お申し込みください

メール　kapic111@po3.synapse.ne.jp

第４回曽於市どろんこ大会参加者募集

教育委員会財部分室
☎ 0986-72-0946

　曽於市の初夏の風物詩、どろんこ大会に参加
してみませんか？
日　時　５月 31 日（日）
　　　　開会　午前９時
　　　　競技　午前９時 30 分
会　場　財部温泉健康センター横「田んぼ」
資　格　 ドッジボールは市内在住小中学生、ミ

ニバレーは、市外参加も認める（64 チー
ム程度　超えた場合は事務局抽選）

編　成　 自治会、職域、団体、学校、スポーツ
少年団など自由（男女混成でも可）

参加料　無　料
種　目　 ドッジボール、ミニバレーボール、
　　　　どろんこフラッグ
申込先　曽於市教育委員会
　　　　財部・末吉・大隅各分室
期　限　５月 15 日（金）まで

曽於東部土地改良区事務所移転について
　曽於東部地区は、すべての畑かん関連事業が
完成間近であるために、今後、地区内全域の維
持管理や水利用推進を円滑に図っていくため、
事務所の位置を現在の曽於市末吉支所内より曽
於東部地区の中心地である志布志市松山支所内
に移転することになりました。
　長い間、誠にありがとうございました。これ
からもよろしくお願いいたします。
志布志市松山支所内
　改良区直通　☎ 099-487-2986

　Ｆ Ａ Ｘ　☎ 099-487-2987
　松 山 支 所　☎ 099-487-2111

全国戦没者追悼式の参列遺族の募集

保健福祉課　　　　　　
財部☎ 0986-72-0936
末吉☎ 0986-76-8807
大隅☎ 099-482-5925

　平成 21 年全国戦没者追悼式に参列を希望さ
れる遺族の方を募集します。
期　日　８月 15 日（土）
会　場　日本武道館
対象者　 戦没者の配偶者並びに三親等内の遺族
　　　　 一般戦災死没者の配偶者並びに三親等

内の遺族
　　　　※過去参列していない方を優先

（5月 11 日開通）
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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 1.35％ 年 1.40％ 年 1.40％ 年 1.75％ 年 2.35％ 年 2.50％

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（４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４月の金利掲載となっております。５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！

広告

ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！

※給与振込もしくは公共料金口座振替３件以上で上記金利より更に 0.2％優遇します！
　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！

５月は赤十字運動月間です！
～赤十字の活動資金にご協力ください～

日本赤十字社鹿児島県支部
☎ 099-252-0600

　赤十字は、創始者アンリー・デュナン生誕の
日である５月８日を「世界赤十字デー」、日本
赤十字社の創立記念日が５月１日であること
から、毎年５月１日から 31 日までを「赤十字
運動月間」として、活動しています。この運動
は、赤十字の事業や社資（活動資金）にご理解
いただき、一人でも多くの方に赤十字活動への
ご協力をお願いすることを目的として、全国的
にキャンペーンを展開しています。
　日本赤十字社は、世界各国の赤十字社と協力
して、戦争や自然災害、病気などで苦しんでい
る人々に救援の手を差し伸べています。また、
国内でも地震、台風などによる被災者の救援活
動や医療、献血福祉など幅広く活動を行ってい
ます。
　このような活動をご理解いただき１世帯あた
り 500 円のご協力をお願い申し上げます。
　また、赤十字の活動は、多くのボランティア
に支えられています。赤十字では、そのような
ボランティア活動を募集しています。興味のあ
る方はぜひ参加してください。

裁判員候補者に質問票が届きます

鹿児島地方裁判所　
☎ 099-222-7121

５月 21 日から裁判員制度が始まります
　裁判員裁判の対象となるのは、国民の関心が
高い一定の重大な犯罪に関する第一審（地方裁
判所）の刑事訴訟事件です。例えば、殺人罪や
強盗が人を死なせたりけがをさせる強盗致死傷
罪、人の住居等に放火する現住建造物等放火罪
などの事件が該当します。
　そのような事件が起訴され、裁判の日程が決
まった段階で、地方裁判所は、昨年の秋に作成
した裁判員候補者名簿の中から、その事件の裁
判員候補者をくじで選びます。くじで選ばれた
裁判員候補者の方々には、裁判員を選ぶ手続（選
任手続）の日に裁判所にお越しいただくための
お知らせを、選任手続の日の６週間前までにお
送りします。裁判員候補者の方々にはあわせて、
質問票をお送りします。
　質問票では、裁判が行われる日程を前提に、
裁判員となることを辞退する申し出の有無及び
その事情などをお尋ねします。
　これからも裁判員制度ウェブサイトなどで
様々な情報をお伝えしていきますので、是非と
も裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。

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
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

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

【 期　間 】
4/1（水）〜5/29（金）
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自由演奏会 in そお 2009

メセナ楽団　大迫　　
☎ 090-2397-0858

　自由演奏会は、年齢、演奏技術、経験年数など
の枠を超えた、音楽と楽器が好きな方なら誰でも
自由に参加できる吹奏楽コンサートです。
　楽器は持っているけどなかなか吹く機会がない
という方、一緒に演奏しませんか？
期　日　５月 31 日（日）
時　間　受付　午前９時　
　　　　公開リハーサル　午前 10 時
　　　　コンサート開演　午後２時
場　所　末吉総合体育館
参加料　大人 1,000 円、高校生以下 500 円
指揮者　上野の森ブラステューバ奏者　杉山淳氏
演奏曲　第一組曲（ホルスト）、翼をください他
ＵＲＬ　http://www.geocities.jp/jiyuu_sueyoshi/

「リカレント講座 2009」の開催

鹿児島地方法務局鹿屋支局
☎ 0994-43-6790

　法務局では、地域住民の方々に法務局の事務な
どについて広く理解していただき、法務局や公証
人を身近に感じていただくことを目的に「リカレ
ント講座」を開催します。皆さんぜひお越しくだ
さい。
期　日　 ５月 20 日～ 11 月 18 日までの毎月１回

第３水曜日の計６回（８月は除く）
時　間　午前 10 時～正午まで
場　所　リナシティかのや
内　容　 不動産登記制度（相続・遺言・売買など）、

供託制度、その他
講　師　鹿児島地方法務局職員及び公証人

申告納税制度を支えるために

大隅税務署　　　　
☎ 099-482-0007

　我が国の税制は、自分の所得や財産などの状況
を最もよく知っている納税者の皆さんが、自ら税
法に従って自分の所得と税額を計算して正しい申
告と納税をするという申告納税制度を採用してお
り、昭和 22 年に我が国に導入され、既に 60 年
以上経過しました。
　税務署では、申告納税制度の基本である「正し
い申告と納税」のために、正しい税知識の普及や
税負担の公平確保に努めていますが、あくまでも
申告納税制度の主役は納税者の皆さんです。
　そこで、税務署では、税理士会、日本税務協会、
青色申告会、法人会、間税会、納税貯蓄組合等の
関係民間団体との連携を図りながら、申告納税制
度が円滑に機能し、更に発展していくよう努めて
います。
※ 税務署では、税について正しく理解していただ

くため、児童・生徒や社会人の方などを対象に
「租税教室」を開催しています。

　 「租税教室」の開催を希望される場合は、最寄
りの税務署へお気軽にお尋ねください。

環霧島情報

環霧島会議シンポジウム

霧島市役所企画政策課
☎ 0995-64-0914

　霧島連山を囲む７市町で構成する「環霧島会
議」の第４回目の会合が開催されます。今回は
広域連携をテーマに、総務省の基調講演やパネ
ルディスカッションもあわせて開催されますの
で、ご来場ください。なお、当日は、鹿児島・
宮崎両県知事の出席も予定されております。

日　時　５月 19 日（火）午後０時 40 分～
場　所　高原町総合保健福祉センター
　　　　ほほえみ館

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。環霧島加盟各市町のイベント情報をお
知らせします。


