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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。

第９回特別弔慰金の手続きについて
戦没者等遺族の皆様へ～

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

　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が
改正され、次のいずれかに該当する方が支給対
象者になります。

⑴�戦没者等が平成 17 年４月１日以前に死亡し
ている場合

　 　平成 17 年４月１日から平成 21 年３月 31
日までの間に、恩給法による公務扶助料等の
受給権者（戦没者の妻や父母等）が亡くなっ
たこと等により、平成２１年４月１日におい
て年金給付の受給権者がいない場合、戦没者
等の死亡当時の三親等内の親族先順位の方が
請求。

⑵�戦没者（戦傷病者）等が平成 17 年４月２日
から平成 21 年４月１日までの間に死亡して
いる場合

　 　平成 21 年４月１日において年金給付の受
給権者がいない場合、戦没者（戦傷病者）等
の死亡当時の三親等内の親族先順位の方が請
求。

支給内容　 戦没者１人につき額面 24 万円６年
償還の記名国債

請求期間　 平成 21 年４月１日から平成 24 年
４月２日まで

　　　　　※ この請求期間を過ぎた場合は、時
効により受給権が消滅します

請求窓口　財部支所保健福祉課
　　　　　末吉支所保健福祉課
　　　　　大隅支所保健福祉課

※第 8 回特別弔慰金受給者、過去に特別弔慰金
　を受け取ったことのある方は、今回の特別弔
　慰金の対象ではありませんのでご注意下さい。

サマージャンボ宝くじを発売します！

㈶鹿児島県市町村振興協会
☎ 099-206-1001

　今年もサマージャンボ宝くじが全国の宝くじ
売り場で発売されます。

発売期間　７月 13 日～ 7 月 31 日
抽せん日　８月 11 日
支払期間　８月 17 日から 1 年間
当せん金

※宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい
　まちづくりに使われます。

１　　　等 ２億円 39本
１等前後賞 5,000万円 78本
１等組違賞 10万円 3,861本
２　　　等 １億円 39本
３　　　等 1,000万円 390 本
４　　　等 10万円 39,000本
５　　　等 １万円 39万本
６　　　等 1,000円 390万本
７　　　等 300円 3,900万本
夏 祭 り 賞 100万円 11,700本
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7 月 1日経済センサス
基礎調査を実施します

はじめまして。
あすの日本をつくる新しい経済調査です。
皆様のご協力をお願いします

　経済センサス−基礎調査は商店や工場、事業
所、事務所、学校、旅館、学習塾、病院、寺院
など、すべての事業所が対象となる大規模な統
計調査です。
　統計調査の結果は国や都道府県､ 市町村など
がこれからの行政を考える重要な基礎資料とし
て活用されます。
　６月から事業所及び企業に調査票を配布しま
す。調査票が届きましたら７月１日現在の状況
のご記入をお願いします。
　どうぞご協力をお願いいたします。

歩いて笑ってメタボとサヨナラ
体脂肪大作戦

曽於市民プール　　
☎ 0986-76-4340
（水曜日　休館）

　４月６日～４月 11 日に曽於市民プールで体
脂肪計測を行い、水中ウォーキングや水中バ
レーを行いました。今まで自己流で歩かれてい
る方がほとんどでしたので、スイムコーチと呼
吸法などを取り入れながら、汗を流しました。
また水中バレーでは、浮力で思うように動けな
い自分の動きに声を上げて大笑いし、参加者の
皆さんも久しぶりに笑ったわ！と楽しいひとと
きを過ごすことができました。不定期ではあり
ますが次回も計画しておりますので、興味のあ
る方はご参加をお待ちしております。
　なお、６月 15 日から「夏営業」が始まりま
す。野外の 50m プールも開放され、営業時間
も 10：00 ～ 21：00 までとなります。ぜひ遊
びにいらしてください。スタッフ一同、皆様と
お会いできることを楽しみにしております。

振り込め詐欺にご注意ください

大隅税務署総務課　
☎ 099-482-0154

　最近、税務職員を装い、現金自動預け払い機
（ＡＴＭ）を操作させ振込みを行わせる「振り
込め詐欺」による被害が発生しております。
　税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わ
せする場合は、提出していただいた申告書等を
基に、その内容をご本人に確認することを原則
としています。
　税務署や国税局では
①�還付金受取のために金融機関等の現金自動預
け払い機（ＡＴＭ）の操作を求めることはあ
りません。
②�国税の納税のために金融機関の口座を指定し
て振込みを求めることはありません。

のでご注意ください。
　不審な電話があった場合には、最寄りの税務
署にお問い合わせください。
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広告

無料歯科健診と健康相談を開催

曽於郡歯科医師会公衆衛生担当
☎ 099-487-3210

　曽於郡歯科医師会では、今年も歯の衛生週間
にあわせて無料歯科健診と健康相談を開催しま
す。
　皆さんのご来場をお待ちしていますので、お
気軽にお越しください。

日　時　６月６日（土）
　　　　午後２時〜午後４時まで
会　場　「アピア」１階パブリックコーナー
　　　　（志布志市志布志町）
内　容　 歯科健診、歯みがき指導、歯科全般に

関する相談、保健師による健康相談な
ど

対象者　どなたでも結構です

平成 20年度情報公開・
個人情報保護制度運用状況の公表

情報公開制度
　情報公開制度とは、組合が保有する公文書を
住民の皆さんの要求に応じて公開する制度で
す。このことは、介護保険行政に対する住民の
理解と信頼を深め、住民参加による公正で開か
れた介護保険行政の推進に資することを目的と
しています。
個人情報保護制度
　個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取
扱いを確保し、誰もが組合の保有する自己情報
の開示、訂正及び利用停止の請求ができる制度
です。
　このことは、介護保険行政の適正で円滑な運
営を図り、個人の権利利益を保護することを目
的としています。
【お問い合わせ】
曽於地区介護保険組合
　☎　　099-471-6545
ＦＡＸ　099-477-1901
※ 曽於地区介護保険組合とは、介護保険法に基

づく要介護認定等を行うため、曽於市、志布
志市及び大崎町の２市１町で設立している地
方公共団体です。

Information

広告

乾燥したお肌もしっとり。さらに美白効果バツグン

肩こり・腰痛や生理痛、更年期でお悩みの方にも

日差しが気になる季節！！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

翌日までお肌つるつる
化粧のりも最高 !!

45 分 結果

内　　容 開示請求

決　　　定　　　内　　　容
不服申し立て

等全部開示 部分開示 取下げ 不開示 不存在

情報公開 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

個人情報保護 ２件 ２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件
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国家公務員中途採用者選考試験

人事院九州事務局　第２課試験係
☎ 092-431-7733

人事院及び各省庁では、国家公務員中途採用選
考試験 ( 再チャレンジ試験 ) を実施します。
　
　受験資格　昭和 44 年４月２日～
　　　　　　昭和 55 年４月１日生まれの者
　受付期間　平成 21 年 6 月 23 日（火）
　　　　　　～ 30 日（火）
　１次選考　平成 21 年９月６日（日）

受験案内等の請求方法
　 　返信用封筒（角形２号・Ａ４版、140 円

分の切手貼付、あて先及び「中途採用」明記）
を同封した封筒に「中途採用請求」と朱書き
し、下記問い合わせ先へ送付してください。

問い合わせ先
　人事院九州事務局第２課試験係
　福岡市博多区博多駅東 2-11-1
　　☎　　092-431-7733
　ＦＡＸ　092-475-0565
　ＵＲＬ　http://www.jinji.go.jp/

県民大学パソコン講座を開設

財部高等学校　　　
☎ 0986-72-2525

　平成 21 年度生涯学習県民大学パソコン講座
を開設します。ワードやエクセルを使った初歩
的なパソコンの基本操作ですので、この機会に
ぜひ受講してみませんか。

講座名　生涯学習県民大学パソコン講座
会　場　財部高等学校（パソコン室）
期　日　７月１日（水）～ 22 日（水）
　　　　毎週火・水・木（週３回・全 10 回）
時　間　午後６時 30 分～午後８時 30 分
対象者　鹿児島県民
定　員　30 人（先着順で定員に達し次第締切）
内　容　パソコンの基本操作（Word・Excel　
　　　　の初歩的操作を中心に行います）
受講料　無　料
　　　　ただしテキスト代は実費です
申込み　財部高等学校（担当：北）
締切り　６月 12 日（金）まで

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 1.45％ 年 1.85％ 年 2.40％ 年 2.55％

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（５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５月の金利掲載となっております。６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/

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％軽減します！
　特約終了後は、更にその時点の基準金利から 0.9％軽減します！

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

地元農産物 ５千円相当 県下５００名様

ご成約された方には、もれなく粗品進呈 !! ※詳しくは、窓口へお問い合わせ下さい。

期間中、ＪＡバンクに年金振込をご指定いただいた方に抽選でステキな賞品プレゼント !!

ＪＡバンク
JAバンク ＪＡバンク年金キャンペーン

特賞

1等 2等商品券２千円分 10 本（当ＪＡ） 商品券１千円分 20 本（当ＪＡ）
■お問い合わせはお気軽にお近くの JA窓口へ

【 期　間 】
4/1（水）〜11/30（月）
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平成 21 年度職業訓練指導員免許
（48 時間）講習実施ご案内

鹿児島県職業能力開発協会
☎ 099-226-3240
（担当者　有川）

　この講習は、職業訓練指導員（職業訓練にお
いて訓練を担当する者）として必要な能力を付
与するため、厚生労働大臣の指定する講習実施
要領により実施するものです。なお、講習終了
後に鹿児島県知事に申請することで職業訓練指
導員免許を受けることができます。
　
期　　日　�平成 21 年７月 28 日（火）・29 日

（水）・30 日（木）・８月４日（火）・
５日（水）・６日（木）の６日間（9:00
～ 17:00）

場　　所　鹿児島高等技術専門校（予定）
　　　　　〒 890-0014
　　　　　鹿児島市草牟田 2-36-39
受験資格　・ 技能検定（国家試験）の１級・単

１級等合格者
　　　　　・ 職業能力開発校修了者で６年～

10 年の実務経験者
　　　　　・ 学校教育法による免許職種に関す

る学科を修めたもので、大学卒者
2 年、短大・高専卒者 4 年、高校
卒者 7 年の実務経験のある者

受付期間　平成 21 年６月１日（月）から
　　　　　６月 12（金）まで（必着）
定　　員　�30 名（定員になり次第締め切りま

す。）
受 講 料　13,500 円（テキスト代込み）

※ 受講案内、受講申請書の請求並びに受講資格
などの詳しいことは、下記までお問い合わせ
ください。

　
〒 892-0836　鹿児島市錦江町 11-40
　　　鹿児島県鹿児島地域振興局第 3 庁舎 3F
　　　☎ 099-226-3240　（担当者 : 有川）

新型インフルエンザに関する
聴覚や言語に障害のある方へお知らせ

志布志保健所　　　　　　　　　
FAX 099-472-2855

☎ 099-472-1021
（時間外電話）080-5245-0476

鹿屋保健所　　　　　　　　　　
FAX 099-441-1957

☎ 099-443-3107
（時間外電話）090-2391-9320

　現在、世界各地で新型インフルエンザの感染
が拡がっており、国内でも感染者が確認されま
した。新型インフルエンザの症状（発熱、倦怠
感、食欲不振、咳など）が現れた場合は、すぐ
に医療機関を受診せず、最寄りの保健所に連絡
してください。聴覚や言語に障害のある方で電
話での連絡が困難な場合は、FAX 等を利用し
て連絡をしてください。
　大隅圏内の保健所の FAX 番号並びに、電話
番号は上記のとおりです。

放送大学 ～ 10 月生募集～

放送大学鹿児島学習センター
☎ 099-239-3811

　放送大学では、平成 21 年度第２期（10 月
入学）の学生を募集しています。
　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業
を行う通信制の大学です。
　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など幅広い分野を学べます。
　出願期間は８月 31 日まで。資料を無料で差
し上げています。お気軽に放送大学鹿児島学習
センターまでご請求ください。また、放送大学
ホームページでも受付けています。
ＵＲＬ　http://www.u-air.ac.jp


