★日 時 １２月１日～１６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 エクセルの基本操作、表・グラフ
の作成を学ぶ
★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 １１月２４日（木）午前９時～９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）
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太田市では、ふるさと納税による税収減を防ぐため、
市民の皆さんからの太田市へのふるさと納税を積極的
に受け入れています。ご寄付していただいた方への返
礼品には姉妹都市や友好都市、交流都市などの特産品
をお選びいただけます。
○申し込み方法
●ＨＰからの場合
太田市ＨＰを通じてポータルサイト『ふるさとチ
お正月用のしめ縄飾りを作りませんか。
ョイス』の申込フォームを利用するとクレジット
初心者でも簡単に作ることができます！
決済もご利用できとても簡単便利です。
★日 時 １２月２１日（水）
●申込書の場合
午前１０時～１２時
①寄附申込書により郵送またはＦＡＸにて申込み
★場 所 九合行政センター
②お送りした振込取扱票（ゆうちょ銀行）で入金
★定 員 １５人（受付終了時に定員を超えた
③寄附金の納付が確認できましたら返礼品をお送
場合はその場で抽選を行います。）
りすることになります。
★教材費 ３００円
※寄附申込書は、ＨＰからもダウンロードできます。
★申込み １２月１４日（水）午前１０時～
また、本庁地域総務課または各行政センターでも配
１０時２０分まで、九合行政センター
布しています。
にて受付を行います。（教材費持参）
※なお、太田市ＨＰを通じてポータルサイト「ふるさ
とチョイス」の申込フォームから振込取扱票（ゆう
ちょ銀行）での支払いも選択できます。
【問合せ先】
申込みに関すること 地域総務課 47-1923
大きな声で、歌って笑って楽しいひとときを
税の控除に関すること 市民税課 47-1932
過ごしてみませんか？お気軽にご参加ください。
★日
時 １２月 ８日（木）
午後１時３０分～午後３時
椅子に座ってできるやさしいヨガです。
★場
所 九合行政センター ふれあいホール
ぜひご参加ください♪
★参 加 者 九合地区在住の６５歳以上の方
★日 時 １２月１５日（木）
★申込受付 １１月２８日（月）午前９時～
電話受付（定員になり次第締切）
午後２時～午後３時３０分
★定
員 ４０人
★場 所 休泊行政センター 第２研修室
★参 加 費 無 料
★内 容 椅子を用いたヨガ、ストレッチ
★申込み・問合せ ふれあい相談員 ４８－１１３５ ★参加者 市内在住６５歳以上の方

国民健康保険税（第５期）
納期限は、１１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

★定 員 先着２０名
★講 師 野口 みどり先生 ★参加費 無料
★持ち物 飲み物、汗拭きタオル
動きやすい服装
★申込み 九合・休泊地域包括支援センター
６０-４９０２

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 ４日（日）
受付:午前９時～ 開会:９時３０分
★会 場 太田市立旭小学校（体育館）
★内 容 ☆旭小・旭中金管バンド演奏と
参加者合唱、ゴスペル
☆○×クイズ
☆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
飯塚町
飯田町
新井町
南新井町
西矢島町
東矢島町
東別所町
内ヶ島町

氏 名
泉 広美
伊藤 貞子
河野 波枝
内川 正信
高草木尚美
野村 惠子
杉浦 司郎
渡邊 光江
田島 紀子
今井富士美
川鍋万里子

電話番号

禁煙チャレンジ
★対 象：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
★日 程：１１月の希望日(土日・祝日は除く)
★時 間：午前９時～午後４時
（１人約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、尿中ニコチン濃度測定
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ヶ月間の禁煙サポート
★参加費：無料
★申込み：１１月３０日までに電話で太田市保健センターへ

48-5206
48-9011
45-1822

45-2180
46-2547
45-2963
46-8619
46-1446
48-0460
45-5218
45-4738

☆ＡＢＣの広場
１２月 8 日（木）午前 11 時～
対象：乳幼児親子 参加費無料 【受付：当日】
☆あそびの広場（クリスマス会）親子クラブと合同
１２月９日（金）午前１０時３０分～
内ヶ島町目塚
対象：１・２歳児親子２０組
新島町
参加費 ３００円 【受付：１１/２５（金）～】
小舞木町
☆クリスマス会
１２月１７日(土) 午後２時～
対象：４歳～小学生２０人
参加費 ２００円【受付：１２/３(土)～】
☆おはなしの広場
★実施日
１２月１６日（金）
１２月２２日(木) 午前１１時～
年末の事件事故等の未然防止を目的とした歳
対象：乳幼児親子 参加費無料【受付：当日】
末一斉防犯パトロールを太田警察署の協力を得
☆しめ縄作り
て、学校周辺・商店・住宅地などで実施します。
１２月２４日（土）午前１０時～
また、防犯灯の維持管理も行っておりますの
対象：４歳～小学生２０人
参加費２００円 【受付：１２/１0（土）～】
で、防犯灯の不具合にお気付きの場合は、お住
☆書道教室
まいの地区の防犯委員までご連絡ください。
１２月２６日（月）午後２時～
★問合せ 市防犯協会事務局 ４７―１９１６
対象：小学３年生～６年生１０人 参加費無料
（市役所危機管理室防犯係）
【受付：１２月１2 日（月）～】
☆ピカピカ大そうじ【自由参加】
１２月２８日（水） 午後２時～
九合地区民生児童委員では、子育てサロン
参加費無料
【受付：当日】
「おともだち」を次の日程で開催します。
＜行事受付について＞
★日 時：12 月２１日（水） 午前 10 時～12 時 ・受付時間は午前９時３０分～午後６時までです。
★内 容：クリスマス（予定）
受付開始時点で定員を超えた場合は抽選を行いま
★会 場：小舞木町集会所（九合６号公園内）
す。
★問合せ：民生児童委員 間々田貞子 45-0830 ・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。
※１２月６日(火)は、館内清掃のため正午頃まで館内
の利用は出来ません。

