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　※�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。

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度
　（パーキングパーミット制度）

が始まります。

県庁障害福祉課　　
☎ 099-286-2746

　鹿児島県では、障害のある方や
高齢の方、妊産婦など歩行が困
難な方が身障者用駐車場を利用
しやすくするために、県内共通
の利用証を発行する「鹿児島県
身障者用駐車場利用証制度（パー

キングパーミット制度）」を平成 21 年 11 月か
ら始めます。
　利用証は、ハートピアかごしま及び地域振興
局・支庁等において、交付を行っております。
　また、利用証をお持ちでない方々につきまし
ては、当制度の趣旨を御理解の上、身障者用駐
車場に駐車しないでいただきますよう御協力を
お願いします。
　なお、交付対象者・申請方法・申請窓口等に
つきましては、県のホームページを御覧いただ
くか、県庁障害福祉課へお問い合わせください。

オータムジャンボ宝くじ発売

　1 等・前後賞合わせて２億円が当たる「オー
タムジャンボ宝くじ」が 9 月 28 日 ( 月）から
10 月 16 日（金）まで発売されます。
　この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。

◆発売期間：平成 21 年 9 月 28 日（月）～
　　　　　　10 月 16 日（金）
　　　　　　（売り切れ次第販売終了）
◆抽 選 日：平成 21 年 10 月 23 日（金）
◆価　　格：1 枚 300 円
◆当 選 金：1 等　1 億 5000 万円× 13 本
　　　　　　2 等　1000 万円× 130 本
　　　　　　3 等　100 万円× 1300 本
　　　　　　4 等～ 6 等　小額賞金も豊富

調停相談会のご案内

鹿児島地方家庭裁判所　　　　
加治木支部内　加治木調停協会
☎ 0995-62-2666（内線 40）

　調停相談会の開催を計画しております。相談
内容については、秘密厳守、相談は無料です。
受付は予約制ではありませんので直接会場へお
越しください。

１日　　時　平成 21 年 9 月 26 日（土）
　　　　　　午前 10 時～午後 3 時
２場　　所　 霧島市国分総合福祉センター　研

修会議室（霧島市国分中央 3-33-10）
３相 談 員　 鹿児島家庭裁判所　加治木支部調

停委員
４相談内容　
　�家事関係　 婚姻、離婚、夫婦関係、親子関係、

扶養、遺産相続、その他親族関係
等問題に関する調停手続の相談

　民事関係　 土地・建物の売買、譲渡、土地の
境界等をめぐる民事上のもめご
と、金銭の貸借関係、破産、交通
事故に関する紛争などの調停手続
きの相談
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駅前イベント 2009 を開催！

市役所企画課　　　
☎ 0986-76-8802

　今年も恒例の駅前イベントを開催します。　
　昨年２月に「やまびこ館」として生まれ変わっ
た財部駅。さらなる賑わいを創り出そうと今年
もやります。
　出演は、「オヤジバンドよこづきクラブ」「龍
虎太鼓」「のど自慢チャンピオン前畑祐之介」「伊
太地山伝兵衛ライブ」など盛りだくさん。駅前
がビアガーデンになります。是非、おこし下さ
い。無料抽選会もあります。皆さんのご来場を
お待ちしています。
日　時　９月 12 日（土）　午後６時 30 分
会　場　財部駅前広場

定額給付金の申請期限が迫っています

市役所企画課　　　
☎ 0986-76-8802

　定額給付金の申請期限は 10 月 6 日です。
　早めの申請をお願いします。

「県民一人一文化芸術」に親しみましょう
11 月は「文化芸術に親しむ月間」です。

鹿児島県民生活局生活
・文化課文化企画係
☎ 099-286-2537

　文化芸術には、感性に訴え、人々に感動を与
え、創造や表現へと向かわせる力があります。
心身の健康に寄与するものであることも科学的
に検証されるようになってきました。
　また、文化芸術活動は観光資源となったり、
産業と結びついて経済を活性化させたりするな
ど、文化芸術には魅力ある社会づくりを推進す
る力があります。
　この期間をきっかけに、日常生活の中で文化
芸術の創作活動を始めてみませんか。また、身
近な文化祭や展覧会などを鑑賞してみませんか。

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 1.35％ 年 1.40％ 年 1.45％ 年 1.95％ 年 2.55％ 年 2.75％

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！

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（8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８月の金利掲載となっております。９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/

ＪＡそお鹿児島　本　　所　☎ 099-482-6812
大隅支所　☎ 099-482-6811
財部支所　☎ 0986-72-3114
末吉支所　☎ 0986-76-7702

※給与振込を指定されますと上記金利よりさらに 0.2％軽減します！

ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！

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ください。

● キャンペーン期間 ●
４月1日（水）〜11月30日（月）
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！

特賞　地元農産物 5,000 円相当

▲

県下 500 名様

１等 　商品券 2,000 円分

▲

10 本（当 JA）

２等 　商品券 1,000 円分

▲

20 本（当 JA）

JAバンク年金キャンペーン
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司法書士・土地家屋調査士・税理士に
よる無料法律・登記・税務相談所開設

鹿児島県司法書士会
☎ 099-222-8446

鹿児島県土地家屋調査士会
☎ 099-257-2833

南九州税理士会鹿児島県連合会
☎ 099-225-6148

　鹿児島県司法書士会、鹿児島県土地家屋調査
士会及び南九州税理士会鹿児島県連合会では、
10 月１日「法の日」にちなんだ記念事業とし
て次のとおり無料法律・登記・税務相談所を開
設いたします。
日　時　平成 21 年 10 月 1 日（木）
　　　　10 時～ 16 時
場　所　曽於市立図書館　2 階学習室
受け付ける相談は
　①土地建物の登記に関する事項
　② 土地の地積、分筆、測量、境界に関する事

項
　③会社の登記に関する事項
　④ 所得税、贈与税、相続税、その他税務一般

に関する事項
　⑤遺言書
　⑥成年後見手続き
　⑦裁判手続や裁判所に提出する書類の相談等
　⑧消費者金融問題、架空請求問題
　⑨供託に関する事項
　など、さまざまなご相談に対応いたしますの
で、ぜひお気軽にご利用ください。
　本相談事業について不明な点がございました
ら上記までお問い合わせください。

男女共同参画推進講演会開催

市役所企画課　　　
男女共同参画係　　
☎ 0986-76-8802

【講師】　落語家　林　家　花　丸
【演題】　「男女共同参画」前向きにまるく考える
　曽於市では、男女共同参画社会の実現に向け
て、市民の方々と直接つながりを持ち、生活に
密着した積極的な取組で、まちづくり（地域づ
くり）を推進していきたいと考えています。今
回の講演会は、「男女共同参画」や「高齢少子
化社会における子育て」「性差別」などを視野
に入れながら、長きにわたり男性中心の古いも
のの考え方に縛られてきた日本が、これから住
みやすく、生きやすい環境を整えるためには何
が必要か？・・を楽しく前向きに考える講演で
す。ぜひご家族、ご近所、ご友人と参加して前
向きな一歩を踏み出すきっかけをつくってみま
せんか。
期　日　平成 21 年９月 30 日（水）
時　間　午後７時（約１時間 30 分）
場　所　曽於市財部きらめきセンター
入場料　無料
講師プロフィール
・ 1965年兵庫県尼崎市出身。桃山学院大学　

社会学部卒業。
・ 1991年に４代目林家染丸に入門、林家の　

中でも由緒ある「花丸」の名をもらう。
・ ラジオ・テレビ・なんばグランド花月などに

多数出演。
・ 学校での講演会から病院関係、町おこし、市

民大学、老人大学と幅広く活躍中。
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秋の休日を
アジア・太平洋農村研修村で

カピックセンター　　　　　　　
（アジア太平洋農村研修センター）

☎ 0994-45-3288
FAX 0994-45-3258

　９月に開催予定の「大隅わっぜよかど博覧会」
の一環としてアジア・太平洋農村研修村では、
楽しい催しを準備しています。ご家族でお越し
ください。

★カピックセンター
① 諸国漫遊ワールドランチ（日替わりで世界の

料理を体験）
場　所：KAPIC レストラン
内　容：�９月 19 日（土）ネパール
　　　　20 日（日） ブータン
　　　　21 日（月）ブルガリア
　　　　22 日（火）ガーナ
　　　　23 日（水）セネガル
　　　　26 日（土）ブラジル
　　　　27 日（日）ドミニカ共和国
時　間：11:30 ～ 13:30　参加費：600 円
　　　　 各回 20 食限定、要予約（定員になり

次第締め切り）
② あたいげぇの水ソムリエ（世界の水、大隅の

水飲みくらべ）
　9 月 19 日～ 9 月 27 日（9/24 休館）
参加費　１０円、予約不要
③お楽しみ抽選会

★民族館のマーティーとアジア体験しませんか？
　9/12 ～ 27 日（但 14、24 日休館）
①民族衣装試着・民族楽器試演奏体験
　無　料
②トリビアハント（展示品クイズ）プレゼント付
　300 円
③世界の国旗アクセサリーづくり
　300 円
④世界の珈琲喫茶コーナー
　400 円～

｢人権の花運動」

市役所市民課　　　
☎ 0986-76-8805

檍小学校　　　　　
☎ 0986-76-1618

　
　昭和 60 年度から鹿児島地方法務局及び鹿児
島県人権擁護委員連合会が、人権の花を「ひま
わり」と定め、県内各校において実施してきま
したが、平成 19 年度から県からの委託事業と
して市町村で実施することになり、曽於市では
今年度、檍小学校（大島幸生校長、全校児童数
50 名）を ｢人権の花運動｣ の推進校として活
動しています。
　｢人権の花運動｣ とは、児童が協力し合って
ひまわりを栽培することにより、相手の立場・
相手の身になって考え、行動することなどを目
的としています。
　これまで、開校式、看板設置（正門の花壇に
設置、標語：何かなやんでいるならば　ぼくが
　力になれるかも　６年　宮田鴻輔）、ひまわ
りの種まき、定植、除草等の活動を行ってきま
した。また、学校農園のいも畑の隣にひまわり
を育てているのもこの運動の一環です。
　今後もこの活動をきっかけにしてさまざまな
人権について考えていきたいと思います。
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たばこは地元で買いましょう!

たばこの税負担合計：189.17 円 / 箱（63.1％）

300 円の商品 1箱で
約66円、市に入ります。

たばこ税は下表のとおり納付されています。

未成年者の喫煙防止のため、
たばこ自動販売機での購入にはタスポカードが必要です !

青いのぼりのたばこ屋さんで申込みのお手伝いを行っています。

タスポカードをお持ちで無い方は、
お気軽にお越しください。

大隅たばこ販売協同組合

taspo

24H
taspo24時間稼働中
 『taspo( タスポ )』があれば
成人識別たばこ自動販売機で
24 時間いつでも、ご利用いただけます！

（一部自販機を除きます。）

内訳
国たばこ税：71.04 円（23.7％）

地方たばこ税：87.44 円（29.1%）

（都道府県たばこ税：21.48 円　市区町村たばこ税：65.96 円）

たばこ特別税：16.40 円（5.5％）
消費税：14.29 円（4.8％）
※ 1 箱 300 円商品の場合


