九合だより

九合地区生涯学習推進協議会では、講師を
お招きして歴史講座を行います。

発行：九合行政センター
№３９３号 太田市飯塚町５９１－１

みなさんの参加をお待ちしております。
★日 時 １０月１８日（木）

TEL４５－６９７８

午前１０時から１１時３０分

FAX４０－１１７７

★参加費 無料
★内

容

意外に知らない難攻不落な金山城の歴史
について学んでいただきます。

★講 師 太田市教育委員会文化財課 島田主幹
★定 員 ８０人
★対象者 九合地区在住の人
★受 付 九合行政センター
★申込方法 １０月１日（月）午前１０時から
電話（４５－６９７８）にて受付を

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：10 月１７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：民生児童委員
長瀬 路

45－9476

阿部 光弘 ０９０－５７５０－００５５

行います。※当日会場での受付も可
★日 時 ９月２５日～毎週火曜日 全５回
土地の価格などについてお気軽にご相談ください。
★日

程 １０月４日（木）

★受付時間 午前１０時～１１時３０分
午後１時～２時３０分

午後１時３０分～３時３０分
★場 所 九合行政センター
★内 容 日常生活の中ですぐに役立つ、実用的な
ボールペン字の講座です。

（※来場者多数の場合は時間内に受付を終了する
こともあります。）
★場
所 太田市役所 ９階 ９Ａ会議室

★対 象 市内に在住または在勤の人

★内

土地の相談や鑑定評価について

★教材費 ２００円

(公社)群馬県不動産鑑定士協会に

★申込み ９月１８日（火）

容

★相 談 員

所属する不動産鑑定士
★問 合 せ 都市計画課 ４７－１８３９

★定 員 １６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。）

午後１時３０分～１時５０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）

☆行き先 天然温泉 スカイテルメ渋川
★日 時【１０月】３日～ 毎週水・木曜日
☆日 時 １０月５日（金）
【１１月】７日、１４日 毎週水曜日
集合時間 午前 8 時４５分
全１０回
出発時間 午前９時 00 分
集合場所 九合行政センター
午前１０時～正午（初回のみ午前９時）
☆対象者 九合地区在住のふれあい相談員が
★場 所 太田市陶芸室
訪問している７０歳以上の方
★内 容 陶芸の基礎を学び、茶碗等を作陶する。
☆定 員 ３０名（先着順）
★対 象 市内に在住または在勤の人
☆費 用 無 料（昼食代金は各自負担）
★定 員 １２人（受付終了時に定員を超えた場合
☆帰着時間 午後 4 時４5 分頃（予定）
はその場で抽選を行います。）
☆申込日 9 月 25 日（火）～9 月 28 日（金） ★教材費 ３，５００円
午前９時～本人が電話で申込み
★申込み ９月２６日（水）（教材費持参）
定員になり次第締切
午後１０時～１０時２０分まで九合
☆問合せ 九合行政センターふれあい相談員
行政センターにて受付を行います。
４８－１１３５ ４５－６９７８
◎９月の納税◎ 固定資産税、国民健康保険税（各第３期）納期限は、１０月１日（月）です。
納期限までの納付に、ご協力お願いします。 【問合せ】納税課 47-1820

※11 月 2 日(金)午後の会場は、要事前予約※
◆対象者：４０歳以上の方（平成３１年３月３１日現在の年齢） 【問合せ】：太田市保健センター

46-5115

６５歳以上の方は、１年に１回の結核検診が義務付けられていますので、胸部レントゲン検査を受けてくださ
い。※６５歳以上の方で、病院等で胸部レントゲン検査を受けた方は、太田市保健センターまでご連絡ください。
◆検診内容：問診及び胸部レントゲン検査、喀痰検査（問診の結果、対象となる方。喀痰検査のみの受診不可。）
喀痰検査は原則として喫煙指数(１日の本数×年数)が６００以上の方が対象
◆自己負担金：胸部レントゲン検査
日程

500 円（65 歳以上無料）喀痰検査

午前 9 時 30 分～10 時 30 分

500 円（70 歳以上無料）

午前 11 時～12 時

午後 1 時 30 分～3 時

10 月 18 日(木) 東矢島集会所（長良神社） 西矢島集会所（赤城神社）

南新井町集会所（市営団地集会所）

10 月 19 日(金)

新井町住民センター（八幡様）

新島町公民館（江文神社）

10 月 22 日(月)

九合行政センター(※午前中は大変混み合います。)

10 月 23 日(火) 内ヶ島町目塚会館

九合行政センター

飯田町住民センター（雷電神社） 内ヶ島集会所（伊勢神社）

10 月 24 日(水)

東別所住民センター（長良神社）

小舞木町集会所（九合六号公園）

11 月 1 日(木)

太田市保健センター (女性のみ)

太田市保健センター

11 月 2 日(金)

太田市保健センター

太田市保健センター(※車いす)

生後９１日以上の飼い犬は、年に一度の予防注射
が義務づけられています。また、登録を行っていない

特定健診の集団健診を下記の日程で実施します。
未受診の方はぜひご利用ください。

犬は、同時に登録もしてください。

実施日・会場

※犬の健康状態が良くない場合は、注射を見合わせ

９月２５日（火） 太田市保健センター

ることもあります。

★受付時間 午後１時から午後２時３０分まで

★日時・会場

★受診方法

１０月１４日（日）九合行政センター
午前９時３０分～９時５０分

特定健診受診券・問診票を持参のうえ、

会場に直接お越しください。
★特定健診は、受診日現在太田市国保に加入してい

※その他の会場については広報おおた９月２０日号

る４０歳以上の方が対象です。
（年齢は平成３１年

をご覧ください。

３月３１日現在）

★費用

・注射のみ（登録済）＝３４００円
・登録と注射（未登録）＝６４００円

★問合せ 太田市環境政策課 ４７－１９５３

★市で助成する人間ドックを受診する人は、特定健
診を受診できません。
【問合せ】太田市国民健康保険課 ４７－１８２５

★あかちゃんの広場（ハロウィン）
【受付：9/27（木）～】
10 月１１日（木） 午前 10 時 30 分～
対象：乳児親子 20 組 参加費：無料
★おはなしの広場 【当日受付】
10 月 17 日（水）午前１１時～
対象：乳幼児親子
参加費：無料
★HAPPY.B.D
【受付：10/17（水）～】
10 月 31 日（水）午前１１時～、午後４時～
対象：乳児～小学生各回２０名 参加費：無料
★体力増進教室ミニ
【受付：10/1（月）～】
10 月 15 日（月）29 日（月）11 月 12 日（月）
（月曜日全３回）午後 2 時 45 分～3 時 15 分
対象：年少１６名 参加費：無料

【問合せ】：九合児童館 48-1148

太田市食生活推進員協議会九合北地区では地域の
食育推進、改善を行っています。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
★日

時 １０月９日（火）
午前１０時～１３時３０分まで

★会

場 九合行政センター クッキングルーム

★定

員 ２０名

★参 加 費 ２００円
★持 ち 物 エプロン、三角巾、筆記用具
★申込受付 ９月２６日（水）午前１０時～１１時
九合行政センターに直接申し込みに来
てください。
★問合せ

片亀 ４５－７９３３

