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お知らせ
Information

世界の食＆大隅の食を体験しよう

カピックセンター　

☎ 0994-45-3288

①ワクワクドキドキ世界を食べよう
　週替わりで世界のランチバイキング。世界の
ビールも用意しています。
日程・内容
　11月 6日（土）、７日（日）アフリカンランチ
　11月 13日（土）、14日（日）カリビアンランチ
　11月20日（土）、21日（日）アジアンランチ
　11月23日（祝）　ベトナムランチ
時　間　11:30 ～ 13:30　　
場　所　カピックセンターレストラン
参加費　600 円（ビール代別途）
定　員　各回 30名、要予約

②大隅ランチ イン ザ ダーク
　大隅の食材を使った料理を目隠しして味わい
ます。視覚以外の感覚を研ぎ澄まして大隅の味
を堪能しましょう。
日　時　11月 27日（土）、28日（日）
　　　　11:30 ～ 13:30
場　所　カピックセンターレストラン
参加費　800 円
定　員　15名（中学生以上対象）、要予約
申し込み期限　11月 25日（木）
定　員　20名（先着順）
ＦＡＸ　0994-45-3258
メール　kapic111@po3.synapse.ne.jp

企業説明会 "ふるさと！鹿児島へ "
を開催します

県庁雇用労政係 　

☎ 099-286-3028

日　時　平成 22年 11月 13 日（土）
　　　　13:00 ～ 16:30（受付 12:30 ～）
場　所　福岡ファッションビル
　　　　（福岡県博多区博多駅前 2-10-19
対象者　 平成 23、24 年 3 月卒業予定の学生

及び 35歳未満の若年者
問い合わせ先　県庁雇用労政課
　　　　　　　☎ 099-286-3028

戦後強制抑留者の皆様へ

独立行政法人平和祈念

事業特別基金事業部　

特別給付金担当　　　

☎ 0570-059-204　　

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付
金の請求受付が、平成 22 年 10 月 25 日（月）
から始まりました。
・ 対象者は、戦後強制抑留者で平成22年6月
16日に日本国籍を有するご存命の方です。

・ 請求受付期間は、平成22年10月25日から平
成24年3月31日です。

・ 当基金から請求書類を直接お送りします。ま
だ、お手元に届いていない方は、当基金にお
電話下さい。

（ご連絡・お問い合わせ先）
　　独立行政法人平和祈念事業特別基金
　　事業部特別給付金担当
　　0570-059-204（ナビダイヤル）
　　（ＩＰ電話、ＰＨＳからは 03-5860-2748）
　　受付時間　平日 9：00～ 18：00
　　（土曜、日曜、祝日はご利用いただけません）

　※ 市役所各支所の市民課と税務課（係）では、

　　毎週火・金曜日に窓口業務を午後６時 30 分まで

　　延長しています。
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「土木フェステバル in かのや 2010」が
開催されます

土 木の日イベント

実行委員会事務局 

☎ 0994-65-2541

　大隅地区建設事業イメージアップ推進協議会
では、「土木の日」にちなみ、土木フェスティ
バルｉｎかのや 2010 を下記のとおり開催しま
す。大型重機への試乗などの体験コーナーやス
テージでは消防音楽隊による演奏や太鼓の演奏
披露などのほか、お楽しみ抽選会もあります。
皆様のご来場をお待ちしています。
日　時　11月13日（土）
　　　　午前10時～午後３時
場　所　鹿屋市霧島ヶ丘公園自由広場

11 月は不法投棄防止強化月間です

県庁廃棄物・リサイクル対策課

☎ 099-286-3810　　　　 　

・ 県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図
るため、毎年11月を｢不法投棄防止強化月間｣
と定めています。
・ 期間中は、不法投棄防止の普及・啓発活動や
産業廃棄物の不法投棄防止パトロール等を強
化しています。
・ 不法投棄は重大な犯罪です。この機会に一人
ひとりが、｢不法投棄をしない。させない。見
つけたらすぐ電話を｣という意識を持ち、不法
投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
・ 産業廃棄物の不法投棄を発見したら、県庁
廃棄物・リサイクル対策課　☎099（286）
3810（サンパイゼロ）までご連絡ください。
　E－mail：sanpai110＠pref.kagoshima.lg.jp

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。

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　　キャンペーン

ＪＡ住宅ローン キャンペーン

広告
キャンペーン期間　

４月1日（水）～11月30日（月）

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

本　　所　☎ 099-482-6807
大隅支所　☎ 099-482-6813
財部支所　☎ 0986-72-3114
末吉支所　☎ 0986-76-7703
そお鹿児島農業協同組合 

年金

特賞　商品券 3,000円分

▲

県下 1,000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）

住宅の新築・購入・増改築・宅地の購入および他金融機関からのお借換えに対応致します。

住宅ローン相談会開催

固定変動選択型　当初２年固定 1.10%　当初 10年固定 1.60%   ※金利は 10 月のものです。
※固定変動選択型には３年固定・５年固定・15年固定・20年固定からも選べます。
※以下のいずれかに該当する方は、上記金利より更に 0.2％軽減致します。

開催日時 平成 22 年 11 月 14 日（日曜日）
 AM９：００～ PM３：００
場　　所 各支所
※毎月休日ローン相談会も開催しています。

特約終了後は、更にその時点の基準金利から 0.9％軽減致します。
※詳細につきましてはお近くの窓口までお問合せください。

・給与振替（予約含む）　・公共料金３件以上　・公共料金２件以上かつＪＡカード
・エコ住宅　・既共済契約１件以上かつ新規共済契約１件以上 
・農畜産物販売代金振込み 500 千円以上
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オータムコンサート 2010in 笠木

メセナ楽団　大迫　

☎ 090-2397-6596

　メセナ楽団は、地域の皆様に吹奏楽の楽しさ
を知って頂きたいと、昨年から各地域に出向い
てのコンサートを開催しております。今年は大
隅町笠木地区で開催します。
　芸術の秋のひとときを音楽の調べとともにす
ごしませんか？皆様のご来場をお待ちしていま
す。　
期　日　平成 22年 11月 28 日（日）
時　間　午後３時
場　所　笠木小学校体育館（大隅町）
入場料　無料
指揮者　長瀬義人
演奏曲　愛燦々・崖の上のポニョ　他
お問い合わせ先　メセナ楽団　大迫
携帯：090-2397-6596

ご存じですか「税を考える週間」

大隅税務署　　　
☎ 099-482 -0007

　11月11日から17日までは「税を考える週間」です。

　「税を考える週間」は、国民生活に深いかか
わりを持っている税について、その意義（必要
性）及び役割（使途）や税務行政の現状を分か
りやすく説明するとともに、国の基本となる税
に対する理解を深めていただくために設けられ
ているものです。
　今年は、「ＩＴ化・国際化と税」をテーマと
して、経済活動のＩＴ化・国際化をはじめとし
た社会・経済情勢の変化に伴う税務行政の様々
な取組の紹介等を行うことにしています。
　国税庁ホームページでは、特集ページを開設
し、テーマに即した情報を提供するほか、広く
国民の皆様から国税庁に対する要望等を聴取す
るためのアンケートの窓口を開設しますので、
ご利用ください。
（http://www.nta.go.jp）

介護福祉科（２級ヘルパー養成）
職業訓練生募集

ケアセンターやごろう苑

☎ 099-482-5963　　　    

訓練期間　 平成 22 年 12 月１日（水）～平成
23年２月 28日（月）

応募期間　 平成 22 年 10 月 12 日（水）～ 11
月 10日（水）

募集定員　 20 人（11 月 19 日に鹿屋高等技術
専門校で選考試験をします）

対 象 者　職業訓練を受けて、再就職を目指す人
申 込 先　ハローワーク大隅
　　　　　☎ 099-482-1265

曽於市成人式を開催します

曽於市社会教育課

☎099-482-5958

平成 23年成人式　
期　日　平成 23年１月３日（月）
場　所　末吉総合センター
時　間　午前 10時～ 12時 40分
対象者　 平成 2 年４月２日～平成 3年４月１

日生まれの曽於市に在住したことのあ
る者

※ 対象者には、各学校の卒業アルバム等をもと
に 10月中旬に案内をしています。まだ出欠
の返事がお済みでない方は、なるべく早く返
信くださるようお願いいたします。

　 ご不明な点がございましたら、お問い合わせ
ください。
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おごじょイベント 2010 参加者募集

市役所企画課　　

☎ 0986-76-8802

　毎年恒例のおごじょイベントを今年も開催し
ます。地産地消や地域づくりについて一緒に語
りながら有意義な楽しいひとときを過ごしてみ
ませんか？
　皆さん是非お越しください。お早めにお申込
みを！
日　時　平成 22年 12月 3日（金）
　　　　　午後 5時 40分受付
　　　　　午後 6時 00分開会
場　所　末吉総合センター　大研修室
参加料　１人 500 円
参加定員　150 人
申込先　市役所企画課　☎ 0986-76-8802

【内　容】
第１部　開会行事　
第２部　講演会
　　　　演題
　　　　 「おごじょパワーで　安全安心の街づくり！」
　　　　講師　 曽於警察署　生活安全刑事課長

代理警部補　畦浦悟志氏
第３部　 曽於市の新鮮な食材をふんだんに使っ

た委員手作りオリジナル料理を囲んで
の交流会

※委員自慢の手作りプレゼント抽選会！
　24人の方に抽選で当たります。

鹿児島県最低賃金が時間額 642 円に !!

鹿児島労働局　　

☎ 099-223-8278

　鹿児島県最低賃金が平成 22 年 10 月 28 日
より時間額642円に改正されました。
　鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に
適用されます。ただし、別に定める特定（産業
別）最低賃金の産業に該当する場合は、当該最
低賃金も適用されます。

最低賃金に関するお問い合わせ
鹿児島労働局（☎ 099-223-8278）・各労働基準監督署
http://www.kagoshima.plb.go.jp/
【最低賃金テレホンサービス　☎ 099-223-8881】

必ずチェック  最低賃金!

使用者も

労働者も

消費生活弁護士相談の開催について

曽於市末吉支所　

経済課商工観光係

☎ 0986-76-8823

　多重債務や住宅リフォーム詐欺、送りつけ商
法、マルチ商法など日常生活には危険がいっぱ
いです。そこで、弁護士を招いての消費生活弁
護士相談を下記のとおり開催します。
　悪質業者による被害や借金などで悩んでいる
方、これからどうすればいいのか途方に暮れて
いる方、この機会にぜひご相談ください。
日　時　　平成 22年 12 月 2日（木）
　　　　　午前 10時～正午まで
場　所　　曽於市末吉支所１階会議室
※ 相談を希望される方は、事前に上記へお申し
込みください。その際、何についての相談か、
おおまかな内容をお聞きしますので、よろし
くお願いします。　

※ 当日は、相談に関する書類等があれば全て持
参してください。
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感電事故防止にお気をつけ下さい

九州電力株式会社

鹿屋営業所　　　

　最近、個人伐採や土木工事等に伴う作業で、電
線に伐木やブームを接触させ電線を断線させる
ケースが多発しています。電線に接触すると作業
者や一般公衆の方々が感電するなど非常に危険で
す。また電線断線による広範囲の停電が発生すれ
ば、その社会的影響は計り知れません。
　このため関連する作業に従事される場合は、以下
の注意事項を徹底いただきますようお願いします。

【伐採や土木・建築作業時の注意事項】
・  伐採作業、クレーン作業等を行う場合は、電線
に接触する恐れがないか確認し、接触する恐れ
がある場合は、必ず九州電力への取付けを申し
込んでください。また、建設防護管の取付けが
完了してから工事に着手してください。なお、作
業の都合により建設用防護管取付け範囲外でク
レーン作業が必要となった場合は、必ず建設用
防護管の追加取り付けを申し込み、取付けが完
了してから工事を継続してください。
・ 電線の近くで作業を行う場合は可能な限り、専
任の監視者を設け単独作業を行わず、また車両
の移動を行う場合は、必ずブームや荷台を収納
して移動してください
・ 誤って電線に接触や断線、電柱折損等の事故が
発生した場合には、電線等に触れずに速やかに
九州電力へ一報を入れてください

連絡先：最寄り営業所
　九州電力鹿屋営業所　0120-986-806
　九州電力志布志営業所　0120-896-811
　九州電力都城営業所　0120-986-705

小規模企業共済制度・経営セーフティ
共済（中小企業倒産防止共済制度）

のご案内

中小企業基盤整備機構

コールセンター 　　　

☎ 099-286-2865　　

小規模企業共済制度
　小規模企業共済制度は、個人事業主または会
社等の役員の方が事業をやめられたり退職された
りした場合に、生活の安定や事業の再建を図るた
めの資金をあらかじめ準備しておく国がつくった
共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のため
の退職金制度」といえます。
　この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け
取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑
所得扱いとなります。

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
　経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が
原因で、経営悪化の危機に直面してしまったとき
に資金を借入れることができる制度で、中小企業
を守るために国がつくった共済制度。無担保・無
保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内（最高３,
２００万円）で被害額相当の共済金が借入れ可能。
毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入
できます。

お問合わせ・お申込み
　詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、
商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱い
しています。制度の運営は、独立行政法人中小企
業基盤整備機構が行っています。

中小企業基盤整備機構共済制度
URL：http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html 
中小企業基盤整備機構コールセンター　
☎ 050-5541-7171

鬼神太鼓
創設 30 周年記念公演「一期一会」

末吉鬼神太鼓事務局
☎ 090-2513-8350

日　時　2010年 11月 27日（土）
　　　　開場／17：30　開演／18：00）
場　所　曽於市末吉総合センター
　　　　（メセナホール）
入場料　全席自由　４歳以上500円
　　　　（当日800円）

チケット販売所
【末吉】末吉総合センター、浜田書店
　　　 川畑酒店（二之方新地）
【大隅】　大隅文化会館
【財部】　財部中央公民館

※ ４歳未満は入場出
来ませんが、無料
託児所を準備しま
す。（要予約）
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「LOVE FLOWER 2010 in さんふらわあ」

（社）新大隅青年会議所

担当：山田　　　　　　
☎ 099-473-2378　　

内　容　
　さんふらわあ（停泊中）船内でのENCOUNTER
（出会い）PARTYおよび　CUREOホールでのス
イーツ PARTY 志布志湾のシンボルである「さ
んふらわあ」を使って新しい出会いを見つけ
「ちょっぴり早い船上のメリークリスマス」を楽
しんでみませんか？
開催日　2010年 11月 28日（日）
集合場所　志布志市営駐車場（アピア向い）
時　間　（受　付）午前10時
　　　　（PARTY）午前11時～午後16時 30分
対象者　20歳～ 45歳までの独身の方
　　　　男性50名、女性 50名
参加料　4,000 円（食事代・レクリエーション
　　　　傷害保険料込み） 
申込方法　事前にチケットを購入して下さい。
申込締切　2010年 11月14日（日）まで
備　考　当日、「さんふらわあ」は動きません。
　　　　オシャレしてお越し下さい。
申込・問い合わせ先　
　（社）新大隅青年会議所　担当：山田
 　〒899-8103 志布志市志布志町志布志2242-3
 　☎ 099-473-2378　FAX 099-473-2367
　携帯：080-5215-7440
　E-mail : shinoosumi@yahoo.co.jp

九州沖縄農業研究センター都城研究拠点
創立５０周年記念一般公開（入場無料）

九州沖縄農業研究センター

都城研究拠点　　　　　　

☎ 0986-24-4270 　　　

日　時　2010年11月20日（土）9：30～14：30
場　所　宮崎県都城市横市町6651－2
内　容　 都城研究拠点を一般公開し、研究成果

及び当拠点の50年の研究の歴史などを
展示や講演会等により皆様に分かり易
く紹介します。

● 50周年特別展示＆研究成果紹介
・創設当時からの写真や研究内容の展示
・サツマイモ品種の変遷
・研究成果の紹介や実物展示ほか
●講演会
○注目のサツマイモ品種「べにはるか」の秘密
　10：30～10：55
○ＩＴを活用した将来の農作業はこれだけ便利に
　11：00～11：25
○都城研究拠点の現在・過去・未来
　13：00～13：30
●いも掘り体験（小学生以下限定）
・畑で“さつまいも”を掘ってみよう！
●福引き＆おみやげ
・アンケートに答えて、
・ おみやげ（サツマイモ）や福引きで、いろい
ろな景品をゲット！
●試食・販売
・ 当拠点で育成した品種を使った“焼きいも” や
“サツマイモのケーキ”の試食、
・ 有機野菜、漬け物、大学イモ、パン、サツマ
イモのアイスなど加工品の販売

広告広告



Information◎曽於市からのお知らせ

「じんけんってなぁ～に」運動

市役所市民課　　

☎ 0986-76-8805

　10月 7日、末吉総合体育館において「じん
けんってなぁ～に」運動の開校式が行われまし
た。
　この運動は、毎年曽於市内の幼稚園等の来年
度小学校就学予定児を対象に192名の参加で、
にぎやかに開催されました。
　この取り組みは、園児が人権キャラクター「人 
ＫＥＮ まもる君」「人 ＫＥＮ あゆみちゃん」の
ぬり絵をすることにより、園児の情操をより豊
かにし、優しい心や思いやりの心を育て、園児
に「じんけんってなぁ～に」という意識を芽生
えさせ、進級につれて人権とは何かということ
の理解を深める第一歩とすることを目的として
います。
　開校式では、人権についてわかりやすいビデ
オの上映、人権擁護委員のおはなし、イメージ
キャラクターとのふれあいや写真撮影を行いま
した。
　また、12月 4日から10日まで人権週間にち
なみ各支所玄関ロビーにおいて参加した幼児た
ちのぬり絵を展示いたします。

イメージキャラクターとふれあう幼児たち

じんけんビデオ鑑賞 開会式

広告
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税務署からのお知らせ
～　相続又は贈与等に係る生命保険契約
や損害保険契約等に基づく年金の税務上

の取扱いの変更について　～

大隅税務署　　　

☎099-482-0007

　この度、遺族の方が年金として受給する生命
保険金のうち、相続税の課税対象となった部分
については、所得税の課税対象にならないとす
る最高裁判所の判決がありました。そこで、こ
のような年金に係る税務上の取扱いを改めるこ
ととしましたので、お知らせします。これにより、
平成 17年分から平成 21年分までの各年分に
ついて所得税が納めすぎとなっている方につき
ましては、その納めすぎとなっている所得税が
還付となります。
　お手数をお掛けしますが、必要なお手続（更
正の請求又は確定申告など）をしていただきま
すようお願いいたします。
　この取扱いの変更の対象となる方や所得税の
還付のお手続については、国税庁ホームページ
【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、大隅税
務署にお問い合わせください。
※ 平成 17 年分について、早い方は平成 22年
12月末が還付できる期限となりますので、お
早目のお手続をお願いします。
※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税
の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈
与税の納税額が生じなかった方も対象となり
ます。
お問い合わせ先
大隅税務署　☎ 099-482-0007

　増床にともない、一緒に働いてくださる
スタッフを募集いたします。より良いケア
を目指して、私たちと一緒にいきいきやり
がいのある福祉施設で働きませんか？

【お問い合わせはこちら】
曽於市末吉町岩崎 971-1

☎099-482-1047
担当・山下

募集職種
　介護職員10名
　看護職員　２名
※資格、経験は問いません

特別養護老人ホーム輪光無量寿園


