九合だより

お正月用のしめ縄飾りを作りませんか。
発行：九合行政センター
初心者でも簡単に作ることができます！
№３８３号 太田市飯塚町５９１－１
★日 時 １２月２２日（金）
TEL４５－６９７８ FAX４０－１１７７
午前１０時～１２時
★場 所 九合行政センター
★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。）
★教材費 ３００円
★テーマ
「終活」ってなに？
★申込み １２月１５日（金）午前１０時～
～大切な人のために考えておきたいこと～
１０時２０分までに本人が教材費を添
★内 容
高齢期になって考えることの一つに
えて、九合行政センターで受付をして
「終活」があります。老後のライフプ
ください。
ランや相続のことなど、エンディング
に向けて必要なことを一緒に考えて
みませんか。
★日 時
平成２９年１２月５日（火）
午前１０時～１１時４５分
大きな声で、歌って笑って楽しいひとときを
★場 所
太田市役所南庁舎（旧福祉会館）３階
過ごしてみませんか？お気軽にご参加ください。
★定 員
先着６０名
★日
時 １２月 ７日（木）
★費 用
無料
午後１時３０分～午後３時
★講 師
群馬県金融広報委員会
★場
所 九合行政センター ふれあいホール
金融広報アドバイザー
★参 加 者 九合地区在住の６５歳以上の方
★申込み 電話または太田市消費生活センター
★申込受付 １１月２７日（月）午前９時～
（市役所２階）窓口へ
電話受付（定員になり次第締切）
３０-２２２８
★定
員 ４０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）
椅子に座ってできるやさしいヨガです。
ぜひご参加ください♪
★日 時 １２月１９日（火）
午後１時３０分～午後３時
★会 場 休泊行政センター 多目的ホール
★内 容 椅子を用いたヨガ、ストレッチ等
★対 象 市内在住６５歳以上の方
★定 員 先着２０名
★参加費 無料
★持ち物 飲み物、汗拭きタオル、上履き
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

11 月 30 日（木）納期限です。
事業者の皆さんへ

特別徴収 11 月分
12 月１1 日（月）納期限です。
納期限までの納付に、ご協力をお願いします。
※「還付金詐欺・振り込め詐欺の被害が増えてい
ます。以下の内容にご注意を！！」
１ 還付金受取のために金融機関やコンビニ等の
現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の操作を求める
ことはありません。
2 納税のために金融機関の口座を指定して、個
人名義や会社名義の口座へ振り込みを求める
ことはありません。
☆問合せ 納税課 ４７－１８２０

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 ３日（日）
受付:午前９時～ 開会:９時３０分
★会 場 太田市立九合小学校（体育館）
★内 容 ☆九合小金管バンド・東中吹奏楽部演奏
☆ストロベリー★キッズ演舞
☆手作りパーカス
☆いいところ西矢島合唱家族
☆九合かるた抽選会
※上履きをご用意下さい。なお、校庭に駐車できませ
ん。徒歩か自転車でおいで下さい。
問合せは、各地区青少推役員へ
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１２月１６日（土）

年末の事件事故等の未然防止を目的とした歳末
一斉防犯パトロールを太田警察署の協力を得て、
学校周辺・商店・住宅地などで実施します。
また、防犯灯の維持管理も行っておりますの
で、防犯灯の不具合にお気付きの場合は、お住ま
いの地区の防犯委員までご連絡ください。
★問合せ 市防犯協会事務局 ４７―１９１６
（市役所防災防犯課防犯係）

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：12 月２0 日（水）午前 10 時～12 時
★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：民生児童委員
長瀬 路
45-9476
阿部 光弘 090-5750-0055

おおた健康づくり講座
「糖尿病の予防・治療について」
★日 時：平成２９年１２月１１日（月）
午後１時３０分～２時３０分
【受付：午後１時～】
★場 所：太田市保健センター（太田市飯田町 818）
★講 師：太田記念病院内分泌内科部長 荒木亘先生
★入場料：無料
★申込開始日：平成２９年１１月１０日（金）～
★申込方法：最寄りの保健センターに電話で申し込み
ください。

☆おはなしの広場
１２月７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）
１２月１２日（火）午前１０時３０分～
対象：１・２歳児親子２０組
参加費 ３００円 【受付：１１/２８（火）～】
☆あかちゃんの広場（クリスマス会）
１２月１４日（木）午前１０時３０分～
対象：乳児親子２０組 参加費無料
【受付：１１月３０日（木）～】
☆ＡＢＣの広場
１２月 21 日（木）午前 11 時～
対象：乳幼児親子 参加費無料 【受付：当日】
☆クリスマス会
１２月２３日(土) 午後２時～
対象：４歳～小学生２０人
参加費 ２００円【受付：１２/9(土)～】
☆しめ縄作り
１２月２８日（木）午前１０時～
対象：４歳～小学生２０人
参加費２００円 【受付：１２/１４（木）～】
☆ピカピカ大そうじ【自由参加】
１２月２８日（木） 午後４時～
参加費無料
【受付：当日】
＜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。
・申し込みされた参加費は返金できません。
※１２月４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。

