九合だより
九合地区生涯学習推進協議会では、長野 善光寺方
面への「歴史と文化の旅」を実施します。是非、ご
参加ください。
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★予定地 善光寺、小布施、志賀高原など
★日 時 １０月９日（金）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 ３，０００円（申込時徴収）
信州牛すき焼き、栗おこわ、信州そば等

★日 時 １０月１日～１０月 29 日
毎週木曜日 全５回

のセット料理（予定）の昼食代込
★定 員 ８５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

９月３０日（水）午前１０時１０分か

ら午前１０時３０分までの間に、受付を済ませてく
ださい。午前１０時３０分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、申込日に会場にて受付して下さい。
※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。

土地の価格などについてお気軽にご相談ください。
★日

程

１０月５日（月）

★受付時間 午前１０時～１１時３０分

午後１時３０分～３時３０分
★場 所 九合行政センター
★内 容 日常生活の中ですぐに役立つ、実用的な
筆ペン講座です。
★対 象 市内に在住または在勤の人
★定 員 １６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 ６００円
★持ち物 文鎮または紙を押さえられるもの
★申込み ９月２４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）

大きな声で、歌って笑って楽しいひとときを
過ごしてみませんか？お気軽にご参加ください。
★日
時 １０月８日（木）

午後１時～２時３０分

★場

（※来場者多数の場合は時間内に受付
を終了することもあります。）
所 太田市役所 １０階 １０Ａ会議室

★費

用

無料

★内

容

土地の相談や鑑定評価について

★相談員

(社)群馬県不動産鑑定士協会に所属

★問合せ

する不動産鑑定士
都市計画課 ４７－１８３９

固定資産税（第３期）
国民健康保険税（第３期）
納期限は、９月３０日（水）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

午後１時３０分～午後３時
★場

所 九合行政センター スタジオ９０１

★参 加 者 九合地区在住の６５歳以上の方
★申込受付 ９月 28 日（月）午前９時～電話受付
定員になり次第締切
★定

員 ３０人

★参 加 費 無 料

★問 合 せ ふれあい相談員まで ４８－１１３５

九合地区民生児童委員では、子育てサロン
「おともだち」を次の日程で開催します。
☆日 時：10 月 21 日（水）午前 10 時～12 時
☆内

容：さつま芋菓子作り（予定）

☆会

場：小舞木町集会所（九合６号公園内）

☆問合せ：主任児童委員 阿部 博行 46-1107
鍵村 政順 49-1616

★乳幼児相談
☆日

程

★陶芸教室

９月２９日(火)

１０月３日（土）午前９時３０分～

☆受付時間

午前９時３０分～１０時３０分

未就学児親子・小学生１５人

☆場

九合行政センター 和室

参加費 300 円【受付：9/19（土）～】

所

☆対 象 者

６歳以下の乳幼児

★ベビーマッサージ

※２歳以上で測定希望の方は各保健センターの乳
幼児相談をご利用ください。
☆内

１０月５日（月）午前１０時３０分～
乳児親子 参加費無料

容

身長・体重測定、育児相談

☆持 ち 物

母子健康手帳・バスタオル

【受付：当日】

★ＡＢＣの広場
１０月８日（木）午前１１時～
乳幼児親子 参加費無料
【受付：当日】
★あそびの広場（ミニ運動会）

☆日 時
☆会 場

１０月３日(土)

１０月１５日（木）午前１０時３０分～

午後１時半～５時

１・２歳児と保護者２０組

太田市役所南庁舎

参加費 200 円【受付：10/1（木）～】

(旧福祉会館)３階

★おはなしの広場

☆対 象

群馬県にお住まいの方

☆内 容

弁護士や司法書士による借金の整理

乳幼児親子 参加費無料

相談及び生活再建相談等

【受付：当日】

☆問合せ

１０月２２日（木）午前１１時～

太田市消費生活センター

★ハロウィンを楽しもう

（市役所２階）

１０月３１日（土）午前１０時～

３０－２２２０（9：00～16：00）
※事前に電話での予約が必要です。

未就学児親子・小学生５０人 参加費無料
【受付：当日】

借金の問題は必ず解決できます。ひとりで悩まずに

＜行事受付について＞

ご相談ください。

・受付時間は午前９時３０分～午後６時までです。
・受付初日及び参加費の必要な行事に限り電話での
受付は行っておりません。

☆日 時

10 月 7 日・14 日・21 日・28 日(水)
午後 2 時～3 時 30 分

☆会 場

＊１０月９日（金）は、館内清掃のため正午頃まで
館内の利用は出来ません。

九合行政センター
１階 和室（梅・桜）

☆対

象

市内在住６５歳以上の方（要支援・要

今春に登録と予防接種を受けなかった犬や、それ以

介護認定を受けている方は参加できま

降に新しく飼い始めた犬で登録と狂犬病予防注射を

せん）

受けていない犬（生後 91 日以上）の飼い主は、登

☆内 容

ストレッチ ☆定 員

先着２０名

☆講 師

佐藤 尚子 先生

☆参加費 無料

☆日 時

１０月３日(土)午前 10 時半～11 時

☆持ち物

飲み物、汗拭きタオル、バスタオル

☆会 場

九合行政センター

☆申込み

九合・休泊地域包括支援センター

☆手数料

注射のみ／1 頭

録と狂犬病予防注射を受けてください。

60-4902
＊この教室は４日間同じ方に参加していただく連続

3,400 円

登録と注射／1 頭 6,400 円
☆持ち物

的な教室です。４日間の出席をお願いします。

狂犬病予防注射の案内通知（通知がな
い場合も、会場に用紙を用意しますの
で、会場に来場してください。）

☆問合せ

環境政策課 47-1893

※9 月 20 日号の広報に他会場の日程を掲載します。

