市内在住で３歳のお誕生月まで利用できます。
土日祝祭日はお休みです。
◎開館時間 午前９時～午後４時
☆トコトコひろば(第１水曜日)
１１月４日(水)午前１１時～
１歳半～２歳前後向けの親子リズムあそび
☆ハイハイひろば(第２水曜日)
１１月１１日(水)午前１１時～
生後６ヶ月～１歳前後向けの親子ふれあいあそび
（持ち物：バスタオル）
☆おはなし会（毎週月曜日）
１１月２日、９日、１６日（月曜日）
午前１１時～ 自由参加
※１１月６日（金）は、文化祭準備のため また、
１１月３０日（月）は、館内清掃のため利用でき
ません。
◎問合せ ４５－６９２６

九合だより
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★日

時 １１月１2 日～２7 日
毎週木・金曜日 全６回
午前９時～１２時
★場 所 九合行政センター
★内 容 エクセルの基本、表の作成・編集、グ
ラフの作成・応用などについて学ぶ。
★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 １０月２９日(木)午前９時～９時２０
★日 時 １１月１５日（日）午後１時～午後３時
（開場：１２時）
分まで、九合行政センターにて受付を
★会 場 太田市藪塚本町文化ホール（カルトピア）
行います。（教材費持参）
★演 題 「強さは優しさ 柔道から学んだ事」
★講 師 山口 香 氏
（女子柔道メダリスト・筑波大学准教授）
★入場料 無料（要整理券／お一人様２枚まで）
九合地区青少年健全育成推進会議では、昨年に引
整理券は１０月１３日（火）より市民活 き続き、地区の人々の和、世代間の交流、家族の絆
動支援課・行政センター等で配布します。
を深めるため、ひと時をたのしく過ごせるイベント
★問合せ 市民活動支援課 ４７－１９１２
を開催いたします。

○日 時
今年は群馬銀行窓口での直接購入（先着順）です。
各支店・出張所に販売限度額を設けます。店舗ごとに
○会 場
限度額に達した時点で販売終了となります。
○内 容
★申し込める人 市内在住 20 歳以上の人 ※代理不可
★募集期間
10 月 22 日(木)～28 日(水)
9 時～15 時(売り切れ次第終了)
★購入可能額 10 万円～200 万円(10 万円単位)
★利率
0.30%を下回らない利率
10 月 14 日(水)に決定します

１２月 ６日（日）
午前９時 30 分～（受付：９時）
太田市立中央小学校 体育館
中央小金管バンドの演奏と参加者合唱
NARUKO キッズ演舞
手作りおもしろ楽器、抽選会
○問合せ 実行委員長 今井 090-8433-8852

◎申し込み場所、持参するもの等、詳しくは広報おおた

市県民税（第３期）
国民健康保険税（第４期）

１０月１日号または市ホームページをご覧ください。

納期限は、１１月２日（月）です。

★問合せ

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

財政課 ４７－１８１６

【健康相談】
○日 時
１０月２１日（水）午前９時３０分～１０時受付
○会 場
九合行政センター 和室
○内 容
生活習慣病予防・食生活に関する相談等・血圧測定
【禁煙チャレンジ】
○対象者
太田市に住所がある禁煙の実行を希望する２０歳以上の人
○相談日時 １１月の希望日(土日・祝日は除く) 午前９時～午後４時の間で一人６０分予約制
○会 場
太田市保健センター
○内 容
呼気中一酸化炭素濃度、尿中ニコチン測定
保健師による相談（禁煙方法のアドバイス、医療機関の紹介など）
３か月間の禁煙サポート
○参加費
無料
○申込み
１１月２日（月）～１１月１３日(金)の間に電話で太田市保健センターへ

楽しく体を動かして身も心もリフレッシュ！！
○日時 11 月 13 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
○持ち物 飲み物、汗拭きタオル、バスタオル
またはヨガマット
※動きやすい服装でお越しください。
○申込み 九合・休泊地域包括支援センター
問合せ 電話 ６０－４９０２

スバルマラソンの開催に伴い、下記により交通規
制が実施されます。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
○期 日 １０月２５日（日）
○時 間 午前７時３０分～午前１０時３５分
○主な交通規制時間および場所（予定）
7：30 頃～10：35 頃
運動公園周辺
国道３５４号 坂田北～下田島
7：30 頃～ 9：15 頃
小舞木町～内ヶ島南
○問合せ スポーツ振興課（太田市運動公園内）
電話 45-8118 （9:00～17:00）

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：11 月 1８日（水） 午前 10 時～12 時
○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

★ベビーマッサージ 【当日受付】
１１月５日（木） 午前 10 時 30 分～
乳児親子 参加費無料
★おはなしの広場 【当日受付】
１１月 1２日（木） 午前 1１時～
乳幼児親子
参加費無料
★秋の映画祭 【受付当日】
１１月１４日（土）
午前１０時３０分～、午後 2 時～
午前：幼児向け 午後：小学生向け
参加費無料
★あそびの広場 【受付：１１/１２（木）～】
１１月 1９日（木） 午前 10 時３０分～
乳幼児親子２０組 参加費無料
★クリスマスグッズ作り 【受付：11/14(土)～】
１１月２８日（土） 午後２時～
未就学児親子・小学生１５人 参加費：200 円
＜行事受付について＞
受付は、午前９時３０分～午後６時までです。受
付開始時点で定員を超えた場合は抽選を行います。
※１１月２日(月)は、館内清掃のため正午ごろまで、
館内の利用はできません。

