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成人式は大人の仲間入りをする大切な節目です。 

式典終了後に、新成人の皆さんによる手づくりの催し

物もありますので、ぜひご参加ください。 

 

 出羽地区の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。 

 旧年中は、地区発展のため、地区センター・公民館事業、スポーツレクリエーション事

業、地域コミュニティ事業の推進に、あたたかいご支援、ご協力を賜りまして厚くお礼申

し上げます。 

 本年も、生涯学習、地域コミュニティ、地域福祉、防災救援等の地域活動の拠点として、

更なる努力を重ねてまいりますので、なお一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

平成２８年 元旦 

出羽地区自治会連合会 出羽公民館運営協力委員会 

出羽地区コミュニティ推進協議会 出羽地区スポ・レク推進委員会 

出羽地区センター・公民館 

 

【日 時】１月１０日(日) 受 付：午後１時３０分～ 

式 典：午後２時００分～ 

催し物：午後３時００分～ 

【会 場】文教大学１３号館１３１０１教室 

（越谷市南荻島３３３７番地） 

※駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

【対象者】平成７年４月２日～平成８年４月１日の間に生まれた方 

【共 催】出羽・荻島地区成人式実行委員会 

越谷市、越谷市教育委員会 

【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 

出羽地区センター☎９４０－７５２１ 

 

ユニカールは、２００年以上の歴史をもつ『カーリン

グ』をシーズンオフに楽しもうと生まれたゲームです。 

ペタンクは、フランス発祥の球技で、目標球にむかっ

てボールを投げ合い、相手より近づけて得点を競うスポ

ーツです。 

どちらも、子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯ス

ポーツです！興味のある方、是非参加してください。 

【日 時】平成２８年１月２４日（日） 

午前１０：００～１２：００ 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【対象者】出羽地区在住の小学生以上の方 

【参加費】無料  【持ち物】運動靴 

【申込み】当日、直接会場にお越しください 

【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会 

 ☎９４０－７５２１（出羽地区センター内） 

 

 

【日 時】平成２８年２月１４日（日） 

・受 付  ９時００分  

・試合開始 ９時３０分 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【対象者】出羽地区在住の小学校４年生以上の方 

※１チーム３人(男女混成可)で編成し、申し込みは 

チーム単位とします。なお、チームの構成に、１ 

人以上の大人（２０歳以上）を入れるものとします。 

【参加費】１チーム３００円   【持ち物】運動靴 

【申込み】１月４日（月）から１月３１日（日）までに 

出羽地区センターに参加費を添えてお申込ください。 

【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会 

     ☎９４０－７５２１（出羽地区センター内） 

〔講習会開催のお知らせ〕１月２４日（日）午前１０時から、出羽地区センターで講習会を開催します！ 

詳しくは下記をご覧下さい！ 

初心者でも大丈夫!! 
 ユニカールは、カーリングをシーズンオフでも楽しもうと考案さ

れたスポーツです。 

 どなたでも楽しめるスポーツですので、是非ご参加ください！ 

http://www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/seijin/sozaitext/103.htm


 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
子どもたちの健やかで豊かなこころを育む家庭づくりや、家庭内での人権意識の高揚を図る 

ため、必要な知識について習得する機会を提供します。 

日  時 内 容 [講師] 

２月２日(火) 
午後１：３０～３：３０ 

子どもたちに伝えたい『人権』の話 

[渡 邉 晴 美 さん］ 

２月３日(水) 
午後１：３０～３：３０ 

家庭の教育力アップ大作戦 

『やる気を引き出す会話術』 

［雲 雀 信 子 さん］ 

２月４日(木) 
午後１：３０～３：３０ 

どうやって身につける？『生きる力』 

［近 澤 恵美子 さん］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【会 場】出羽地区センター 学習室Ａ 
【対象者】市内在住の小・中学生の保護者 

及び関心のある方（各回４０名） 
【参加費】無料 
【申込み】１月４日(月)～１月２２日(金) 

直接下記までお申込み下さい。 
（電話申込み可） 

【問合せ】出羽地区センター 

 ☎９４０-７５２１ 

出羽地区カレンダー１月 
出羽地区センターでは、月～金曜

日（祝日は除く）の８：３０～１７：
１５及び第３日曜日の９：００～１
６：００に証明書発行業務（住民票
の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本
/抄本）を行っています。どうぞご
利用ください。 
なお、請求の際には、本人確認が

必要になりますので、運転免許証等
の書類をお持ちください。 
※ 本人確認に必要なもの 
① 住民基本台帳カードや運転免
許証、旅券、資格証明書等、官
公署が発行した写真つきのもの
は、１点 

② 健康保険証や年金手帳、年金
証書、学生証、法人の身分証明
書等は、２点以上 

1 (金) 【休所日】 

2 (土) 【休所日】 

3 (日) 【休所日】 

4 (月) 
ユニカール大会受付開始 

家庭教育学級受付開始 

5 (火)  
6 (水) 19:30コミ協シンボル公園部会 

 7 (木) 9:00リコーダー教室受付開始 

8 (金)  

9 (土)  

10 (日) 出羽・荻島地区成人式（文教大学） 

11 (月) 【休業日】成人の日 

12 (火)  

13 (水)  

14 (木)  

15 (金)  

16 (土)  

17 (日)  

18 (月)  

19 (火) 10:00女性セミナー① 
20 (水)  

21 (木)  

22 (金)  

23 (土) 13:00まちづくり講演会 
24 (日) 10:00 ユニカールペタンク講習会 
25 (月) 11:30就労訓練（パン販売） 
26 (火) 10:00女性セミナー② 
27 (水)  
28 (木)  

29 (金)  

30 (土) 13:30普通救命講習会 

31 (日) 9:00水耕栽培球根植え付け 

※ 【休業日】は職員が不在となります
が、施設管理人が待機します。施設の
貸し出しは通常どおり行います。 

※ 【休所日】は、施設の貸し出しを含
めた全ての業務が休みになります。施
設管理人も不在となり、施設内への立
ち入りはできません。 

 

【日 時】２月２７日（土）、３月 ５日（土）、 

３月１２日（土）、３月１９日（土） 

     （全４回）午前１０時～１１時３０分 

【会 場】出羽地区センター 自由活動室 

【講 師】小嶋 友輝恵 氏 

【対 象】市内在住２０歳以上の方 

【定 員】２０名 【参加費】無料 

【持ち物】①筆記用具 ②ソプラノリコーダー 

※②は貸出し可能です。（無料） 

【申込み】１月７日(木)午前９時から電話で下記へ 

（先着順） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０-７５２１ 

 

 身近で手軽に楽しめるうえ、腹式呼吸で健康にも効果

が！この教室では、リコーダーの基本的な吹き方を４回

の教室を通し、楽しく学びます。 

 

１２月１２日(土)、出羽公園グラウンドに中澤雅人選手（投手）

と古野正人選手（投手）を迎えて、東京ヤクルトスワローズ少年

野球教室が越谷市内少年野球２０チーム、２０２名参加のもと開

催されました。出羽地区野球連盟からは「オール出羽」、「谷中ド

ルフィンズ」、「宮本ヤンキース」、「宮本ジャイアンツ」の選手が

参加しました。あこがれのプロ野球選手による指導に子どもたち

は元気にプレーしていました。 

◆１月３１日（日）午前９時～ 水耕栽培用球根植え付け 

◆２月１４日（日）午前９時～ 出羽公園ふれあい花壇の除草、七左衛門川の清掃 

※申込み・問合せは、電話で出羽地区センターまで【☎９４０－７５２１】 

 

 
 
 
 
 

越谷市では、市内障害福祉サービス事業所

等を利用する障がい者の方の就労のための能

力向上や社会参加促進を目標に就労訓練事業

を実施しています。出羽地区センターを会場

とした就労訓練の実施日（１月）について、

下記のとおりお知らせします。 

【日 時】１月２５日（月） 

午前１１時３０分頃～ 

【会 場】出羽地区センター 

談話コーナー 

【内 容】パンの販売 

【実施者】医療法人秀峰会生徳診療所 

【問合せ】出羽地区センター 

☎９４０－７５２１ 

     障害福祉課 

☎９６３－９１６４ 

心肺蘇生法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

正しい使い方などについて学びます。 

【日 時】平成２８年１月３０日（土） 

     午後１時３０分～４時３０分 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【参加費】無料 

【対象者】出羽地区在住の中学生以上２５名 

【持ち物】筆記用具（動きやすい服装） 

※再講習の方は、申込みと併せて「救

命講習修了証」カードを持参してくだ

さい。 

【申込み】１月１０日（日）までに下記へお申し

込みください。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

 

１２月６日(日)「中核市越谷・移行記念第６０回市民体育祭地区対

抗市内駅伝競走大会」が開催されました。出羽地区は地区の部で１１

位と健闘しました。 

選手・送迎役員・コース役員の皆さん、また、沿道で選手に声援を

送ってくださった皆さん、ありがとうございました。 

 

１１月２８日(土)出羽地区防災組織連絡協議会主催「出羽地区防

災訓練」が開催されました。 

８つの地区本部と各自治会等約４００名の協力により、速やかに

参加者が会場となった出羽公園に参集されました。会場では、炊き

出し訓練、越谷市消防署の指導のもと、ＡＥＤ・水消火器・煙の体

験などが実施され、地域の防災に対する意識が高まりました。 

当日参加された自治会の皆さん、役員の皆さん、大変お疲れ様で

した。  

 

 


