九合だより

◎日 程 ７月１８日（土）・１９日（日）
◎会 場 南一番街大通り（南会場）
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今年も私達、金山青年みこし会（九合青年会）は
まつりの企業・団体神輿パレードに参加します。
そこで、夏を肌で感じてみたいあなた・・・金山
青年みこし会（九合青年会）では、老若男女問わず
熱いまつりを実感したい方大募集します。
◆開催日程 ７月１９日（日）
◆集合時間 午前９時～（準備後会場へ）
◆集合場所 九合行政センター
◆コ ー ス 本町通り・南一番街大通り
◆対 象 者 高校生以上
◆申込締切 ７月 ６日（月）
◆定
員 ３０人
◆参 加 費 １,０００円（昼食・飲食・保険代等）
◆主
催 金山青年みこし会（九合青年会）
◆問合せ・申込み
九合青年会

く ぼた

窪田 080-5384-8949

（午後５時３０分～午後９時３０分）

※当日は、衣装を貸し出しますので、着替えを持参
してください。

家庭ごみの減量と資源のリサイクルを推進する
ため、廃食用油を回収します。
☆日
☆場

時
所

７月１日（水）午前１０時～午後３時
九合行政センター 玄関前
回収ボックスに入れてください。
☆対 象 家庭用の植物性油のみ
☆出し方 ペットボトルや油の容器に入れ、ふた
をしっかり閉めてお持ちください。
☆問合せ 太田市清掃センター
（清掃事業課）３１－８１５３
※清掃センター事務所でも随時回収しています。

市県民税（第１期）
納期限は、６月３０日（火）です。
納期限までの納付に、ご協力をお願いします。
☆問合せ 納税課 ４７－１８２０

九合地区生涯学習推進協議会では、鎌倉方面へ
「歴史探訪の旅」を実施します。古都 鎌倉を散策
しませんか。是非、ご参加ください。
◎予定地
鎌倉大仏、鶴岡八幡宮
※駐車場が限られており、徒歩移動が多く
なりますのでご了承ください。
◎日 時 ７月１５日（水）九合行政センター発
出発 午前７時
帰着 午後７時３０分（予定）
◎参加費 ４，０００円（申込時徴収・昼食代込）
◎定 員 ９０人
◎対象者 九合地区在住の人（住所地又は、行政区
が九合地区内の人）
◎受付・抽選会場 九合行政センター
◎申込方法 ７月３日（金）午前８時４０分～
午前９時までの間に、受付を済ませて
ください。午前９時の時点で定員を超
えた場合、受付を終了し、即時抽選を
行います。
（先着順ではありません）
※申込者本人が申込日に会場で受付してください。
※申込者１人につき、１人まで同行可能です。
※申込者、同行者による重複受付は認めません。

★日

時 ７月２日～１７日
毎週木・金曜日 全６回
午後１時３０分～４時３０分
★場 所 九合行政センター
★内 容 ワードの基本操作から応用までを学ぶ。
★対 象 市内に在住または在勤の人
★定 員 １８人（受付終了時に定員を超えた
場合はその場で抽選を行います。）
★教材費 １，０００円
★申込み ６月２５日（木）午後１時３０分～
１時５０分まで、九合行政センターにて
受付を行います。
（教材費持参）

☆ 子宮頸がん検診
「受診券」と「バーコードシール」を必ずお持ち
になり、直接会場（九合行政センター）へお越し
ください。
対 象 者 ２０歳以上の女性
※年齢は平成２８年３月３１日現在の年齢です。
日
程 ６月２５日（木）
受付時間 午後１時～２時
※診察開始は午後１時３０分～
会
場 九合行政センター
負 担 金 ５００円（７０歳以上無料）

九合地区在住の６５歳以上の方を対象に、料理教
室を開催いたします。
◎メニュー ＊夏野菜の冷製パスタ
＊ミルクゼリー
今回は、夏バテ予防に夏野菜を使ったおいしい
パスタを作ります。
★日 時 ７月８日（水）
午前１０時～１２時
★会 場 九合行政センター クッキングルーム
★定 員 ２０人
★参加費 ４００円（保険代を含む）
★参加者 九合地区在住の６５歳以上の方
★申込受付 ６月２９日（月）午前９時から１２時
まで九合行政センターまで直接申込
に来てください。
定員になり次第締切
★持ち物 エプロン 三角巾 マスク
★問合せ ヘルスメイト九合南会長 山口
電話 ０９０－３５０９－４３７６

☆すいか割り
７月 ４日（土） 午前１０時３０分～
未就学児親子・小学生 参加費 １００円
先着２０人
受付：６/２0（土）～
☆ＡＢＣの広場 （自由参加）
７月 ９日（木） 午前１１時～
☆あそびの広場
７月１６日（木） 午前１０時３０分～
１・２歳児と保護者
先着２０組
受付：７/９（木）～
☆夏休み映画祭
７月１８日（土）
午前１０時３０分～ 幼児向け
午後２時～ 小学生向け
☆おはなしの広場 （自由参加）
☆おはなしの広場
７月２３日（木）（自由参加）
午前１１時～
７月１０日（木） 午前１１時～
☆きもだめし大会 （自由参加）
７月２７日（月）・２８日（火）
午前１０時３０分～、午後２時～
＜行事受付について＞
・ 受付時間は午前９時３０分～午後６時までです。
・ 申込みは、本人またはその家族とします。
・ 受付初日及び参加費の必要な行事に限り電話で
の受付はしておりません。
＊７月 6 日（月）は、館内清掃のため正午頃まで、
館内の利用は出来ません。

楽しく体を動かして身も心もリフレッシュ！！
☆日 時 ７月１０日（金）午後１時３０分～３時
☆会 場 九合行政センター ふれあいホールＢ
☆内 容

ヨガ、ストレッチ

☆対 象 市内在住６５歳以上の人で要支援、要介護
の認定を受けていない方
☆定 員 先着２０名
☆参加費 無料

☆講 師 野口 みどり先生
九合地区民生児童委員では、子育てサロン
☆持ち物 飲み物、汗拭きタオル、バスタオル又は
「おともだち」を次の日程で開催します。
ヨガマット
子育ての悩みは誰でもあります。一人で悩まず、楽し
くおしゃべりしながら、子育て仲間を作りませんか。 ☆申込み 九合・休泊地域包括支援センター
電話 ６０－４９０２
☆開催日：７月１５日（水）
☆時 間：午前１０時～１２時
☆内 容：七夕つくり（予定）
☆会 場：小舞木町集会所（九合６号公園内）
群馬県知事選挙
☆問合せ：主任児童委員 阿部 博行 46-1107
☆投票日
７月５日（日）
鍵村 政順 49-1616
☆投票時間
午前７時～午後７時
※投票所は投票所入場券に記載されています。
☆問合せ
選挙管理委員会 ４７－１１１１

