★日

時 １２月１１日(金)
午前１０時～１１時
★場 所 九合行政センター
★内 容 コーヒーの美味しい飲み方・健康等に
ついて学ぶ。
★対 象 市内に在住または在勤の人
★定 員 ２０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。）
★参加費 無料
★申込み １２月４日（金）午前１０時～１０時
２０分まで、九合行政センターにて
受付を行います。

お正月用のしめ縄飾りを作りませんか。
初心者でも簡単に作ることができます！
★日 時 １２月２５日（金）
午前１０時～１２時
★場 所 九合行政センター
★定 員 １５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 ３００円
★申込み １２月１８日（金）午前１０時～
１０時２０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 １２月 ３日（木）
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 １１月２４日（火）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
★申込み・問合せ ふれあい相談員 ４８－１１３５

国民健康保険税（第５期）
納期限は、１１月 ３０日（月）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
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九合地区生涯学習推進協議会では、「初代県令
楫取素彦と文にふれる旅」を実施します。ぜひご
参加をお待ちしております。
☆見学地 ぐんま花燃ゆ大河ドラマ館・臨江閣
(予定)
ＡＧＦ関東㈱工場見学
☆日 時 １２月１５日（火）九合行政センター発
出発 午前８時１０分
帰着 午後５時００分（予定）
☆参加費 １，５００円（昼食代込・申込時徴収）
☆定 員 ６０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 １２月４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。
※申込者本人が、申込日に会場にて受付をしてく
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。

九合南地区食生活改善推進員では、九合地区在
住の男性の方を対象に料理教室を開催します。
★日 時 １２月２日（水）
午前１０時～午後１時
★場 所 九合行政センター クッキングルーム
★参加者 九合地区在住の男性
★定 員 ２０名（定員になり次第締切）
★参加費 ５００円(材料費、保険料等)
★申込日 １１月２５日（水）午前１０時から
１２時まで九合行政センターに直接申
込に来てください。
★持ち物 エプロン、三角巾、マスク
★問合せ ０９０-３５０９-４３７６(山口)
問合せ （平日：午前８時３０分～午後５時１５分）

九合地区青少年健全育成推進会議では、地区の
和、世代間の交流、家族の絆を深めるため、ひと時
をたのしく過ごせるイベントを開催いたします。
★日 時 １２月 ６日（日）
受付:午前９時～ 開会:９時３０分
★会 場 太田市立中央小学校（体育館）
★内 容 ☆中央小金管バンド演奏・参加者合唱
☆NARUKO キッズの演舞
☆手作りおもしろ楽器作り・ﾘｽﾞﾑ演奏
☆九合かるた抽選会
※上履きをご用意下さい。
問合せは、各地区青少推役員へ
地 区 名
氏 名
電話番号
48-5206
飯塚町
泉 広美
48-9011
飯田町
伊藤 貞子
45-1822
新井町
河野 波枝
45-2180
南新井町
内川 正信
46-2547
西矢島町
高草木尚美
45-2963
東矢島町
野村 惠子
46-8619
東別所町
杉浦 司郎
46-1446
内ヶ島町
渡邊 光江
内ヶ島町目塚
48-0460
田島 紀子
45-5218
新島町
今井富士美
45-4738
小舞木町
川鍋万里子

ヘルシー減塩相談のご案内
★対 象：太田市民で減塩したい方、血圧に対する不安
をお持ちの方とその家族
★日 程：12 月４日（金）
★時 間：午前９時～11 時
（時間予約制 １組 40 分程度）
※希望者が多数の場合は別日をご案内します。
★会 場：太田市保健センター
★内 容：管理栄養士による減塩アドバイス・栄養相談
保健師による健康相談・血圧測定
希望の方は塩分量測定します
※塩分量測定希望者は、一杯分の味噌汁をお持ちくださ
い。（測定後は処分いたします。）
★参加費：無料
★申込み：電話で保健センターへ

☆あそびの広場（親子クラブ合同クリスマス会）
１２月８日（火）午前１０時１５分～
１・２歳児親子２０組
参加費 ２００円 受付：１１/２４（火）～
☆ＡＢＣの広場
１２月１７日（木）午前 11 時～
乳幼児親子 参加費無料 受付：当日
☆しめ縄作り
１２月２５日（金）午前１０時～
未就学児親子・小学生２０組
★実施日
１２月１６日（水）
参加費３００円 受付：１２/１１（金）～
☆書道教室
年末の事件事故等の未然防止を目的とした歳
１２月２６日（土）午後２時～
末一斉防犯パトロールを太田警察署の協力を得
小学３年生～６年生１０人 参加費無料
て、学校周辺・商店・住宅地などで実施します。
受付：１２月１2 日（土）～
また、防犯灯の維持管理も行っておりますの
☆ピカピカ大そうじ【自由参加】
で、防犯灯の不具合にお気付きの場合は、お住
１２月２８日（月） 午後２時～
まいの地区の防犯委員までご連絡ください。
参加費無料
受付：当日
★問合せ 市防犯協会事務局 ４７―１９１６
＜行事受付について＞
（市役所危機管理室防犯係）
・受付時間は午前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。
・受付初日及び参加費の必要な行事に限り電話での
九合地区民生児童委員では、子育てサロン
受付は行っておりません。
「おともだち」を次の日程で開催します。
★日 時：12 月 1６日（水） 午前 10 時～12 時 ※１２月７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。
★内 容：クリスマス（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
事故や怪我に直結するような、道路の穴や側溝の
鍵村 政順 49-1616
蓋の破損等は早急な補修・交換が必要ですので発
見しましたらご連絡のほどお願いいたします。
【問合せ：道路保全課 ３２－３４９１】

