★日

時 2 月１日（水）～２月２３日（木）
毎週水・木曜日 及び
3 月８日（水）釉かけ・窯入れ
3 月１５日（水）窯出し・閉講式
全１０回 午前１０時～１２時
（初日のみ午前 9 時 30 分から）
★会 場 太田市陶芸室
★内 容 陶芸を基礎から学びます。
★対 象 市内に在住または在勤の人
（初めての方を優先とします）
★定 員 １２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 ３，５００円
★申込み 1 月２５日（水）午前１０時から
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）
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本年もよろしくお願い申し上げます。
旧年中は九合地区の皆さまの温かいご支援・ご
協力をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も皆さまにとって、より身近な親しまれる行政
センターとなりますよう努力してまいりますので、ご指
導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今年一年が皆さまにとって、健康で幸多き年とな
りますようご祈念申し上げます。

時 ３月３日（金）
午前１０時～１１時３０分
★会 場 太田市役所南庁舎（旧福祉会館）３階
★内 容 第１章 スマホ・ケータイのある生活
を楽しむために
第２章 トラブルに巻き込まれないた
めに
★費 用 無料
★申込み 電話または消費生活センター窓口へ
★問合せ 太田市消費生活センター（市役所２階）
３０-２２２８

九合行政センター職員一同

★日

★取 扱 日

祝祭日、年末年始を除く月～金曜日

★取扱時間

午前８時３０分～午後５時１５分

＜証明書発行関係業務＞
・住民票、戸籍の証明書、印鑑登録、印鑑証明書、
身分証明書、年金現況証明、土地の名称変更証明書
・所得証明書、課税証明書、非課税証明書、
所在証明書（法人のみ）
・資産（評価）証明書、公課証明書、評価額通知書、
税額計算書

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 ２月９日（木）
午後１時３０分～午後３時
☆場 所 九合行政センター ふれあいホール
☆参加者 九合地区在住の６５歳以上の方
☆申込受付 １月３０日（月）
午前９時から電話受付
定員になり次第締切
☆定 員 ４０人 ☆参加費 無 料
☆申込み・問合せ
ふれあい相談員まで 電話４８－１１３５

・納税証明書（法人市民税は納税課）、
軽自動車税納税証明書（継続検査用）
＜届出関係＞
・戸籍の届出（出生・死亡・婚姻・転籍）
・住民異動届（転入・転出・転居）
・国民健康保険（取得・喪失・再発行）
＜税金等の収納業務＞（納付書による現金での納付のみ）
・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険
税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
・県税（自動車税、個人の事業税、不動産取得税、
鉱区税のみ）

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。
子育ての悩みは誰でもあります。一人で悩まず、楽し ☆ＡＢＣの広場 【受付：当日】
くおしゃべりしながら、子育て仲間を作りませんか。 ２月９日（木） 午前 11 時～
対象：乳幼児親子 参加費無料
☆開催日：2 月１５日（水）
☆時 間：午前１０時～１２時
☆内 容：ひな祭り（予定）
☆会 場：小舞木町集会所（九合６号公園内）
☆問合せ：民生児童委員
長瀬 路
45-9476
阿部 光弘 090-5750-0055

【健康相談】
★開 催 日
★受付時間
★場
所
★内
容

１月１８日（水）
午前９時３０分～１０時
九合行政センター 和室
保健師による健康相談

☆日

時 ３月３日(金)、６日(月)、１７日(金)
２４日(金)、２７日(月)
午前１０時～１１時３０分
☆会 場 九合行政センター（ふれあいホールＢ）
☆内 容 介護予防の運動、認知症予防の運動等
☆対 象 市内在住６５歳以上の方
☆定 員 先着２０名
☆講 師 ３日、６日、１７日・・・松本博先生
２４日、２７日・・・柳川理学療法士
☆参加費 無料
☆持ち物 飲み物、汗拭きタオル
※５回連続の教室になります。
☆申込み 九合・休泊地域包括支援ｾﾝﾀｰ
６０-４９０２

市県民税（第 4 期）
国民健康保険税（第 7 期）
納期限は、 １月 ３１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

☆バレンタインプレゼント作り
２月１１日（土） 午後２時～
対象：５歳～小学生 １５人
参加費：２００円

【受付：１/２８（土）～】

☆あそびの広場（小麦粉粘土）
２月１6 日（木）午前 10 時 30 分～
対象：１・2 歳児親子 20 組 参加費無料
【受付：2/２（木）～】
☆おはなしの広場 【受付：当日】
２月 23 日（木） 午前１1 時～
対象：乳幼児親子
参加費無料
☆たこやきパーティー 【受付：2/11（土）～】
２月２5 日（土） 午前 10 時～
対象：５歳～小学生 12 人 参加費：100 円
<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。
受付開始時点で定員を超えた場合は抽選を行います。
・受付の初日は電話および代理での受付はできません。
・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。
※２月６日（月）は、館内清掃のため正午頃まで、
館内の利用はできません。

笑顔で運動！簡単なｽﾄﾚｯﾁ、是非ご参加ください♪
☆日 時 ２月１４日（火）午後２時～３時３０分
☆会 場 龍舞一区区民会館
（太田市龍舞町１９２９―１）
☆内 容 ストレッチや脳トレ等の簡単な運動
☆対 象 市内在住６５歳以上の方
☆定 員 先着２０名
☆講 師 佐藤 尚子先生
☆参加費 無料
☆持ち物 飲み物、汗拭きタオル、バスタオル又は
ヨガマット、上履き
☆申込み 九合・休泊地域包括支援センター
６０-４９０２

ＣＤ演奏の歌声喫茶 皆で一緒に歌いましょう！！
★日 時
毎月第１・第３土曜 午後２時～４時
★場 所
九合行政センター ふれあいホールＡ
★会 費
月２００円（直接会場へ来てください）
★問合せ
西方（４５-３１１９）

