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出羽地区センターだより【ＰＣネット越谷 http://pcnet-koshigaya.net・越谷市ＨＰにも掲載中】 

 

 

４月３日（日）、出羽公園（七左町四丁目）において、「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０１６」

（主催：出羽地区コミュニティ推進協議会）が開催されました。 

当日は、地区内外から多くの人が訪れ、６万本のチューリップを楽しみました。 

フェスタ会場では、自治会や小中学校をはじめとする地域の各種団体等が育てたチューリップによる巨大

チューリップガーデンのほか、ステージでの踊りや演奏、大道芸人によるパフォーマンス、さらには、ふれ

あい動物園など多くの催しが行われました。 

３月２８日（月）からの鑑賞期間を含め、約５万５千人の来場者があり、子どもからお年寄りまで多くの

人が楽しむ盛況なイベントとなりました。 

 

チューリップを育てていただいた地域の皆 

さんをはじめ、自治会、スポーツ・レクリエ 

ーション団体、各種サークル、地区内小・中 

学校、高等学校、協賛企業・団体の皆さんの 

ご協力のおかげで、「出羽チューリ 

ップコミュニティフェスタ２０１ 

６」を盛況に開催することができ 

ました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

【出羽地区コミュニティ推進協議会】 

 

<チューリップデザインコンテストを実施> 
各自治会および小・中学校が育てたチューリップのデザイン 

コンテストを実施しました。審査結果は次のとおりです。 

 

・自治会連合会会長賞 → 武蔵野中学校          ・コミ協会長賞 → 出羽小学校 

・総務部会長賞 → 大間野町１・２・４・５丁目自治会   ・シンボル公園部会長賞 → 七左町５・６丁目自治会 

 ・文化伝承部会長賞 → 七左町８丁目自治会        ・健康福祉部会長賞 → 新川町１丁目自治会 

 ・アグリコミュニティ部会長賞 → 松葉・大関団地・ワコーレ越谷自治会 

 

   
 

ボランティアスタッフを募集 
 出羽地区コミュニティ推進協議会では、来

年のフェスタ開催に向けて、一緒に活動する

ボランティアスタッフを募集しています。 

【問合せ】 

出羽地区センター☎940-7521 

 

越谷市赤十字奉仕団より募金のお礼 

このたび「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０

１６」の会場内において募金活動をさせていただきまし

たところ、合計５９，９８７円の募金をいただきました。 

この募金は、日本赤十字社に納入し、国内外の赤十字

災害義援金として有効活用させていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

http://pcnet-koshigaya.net


 
 

衣類、ハンカチ、手袋、水筒、めがね、 

サングラス、時計、カギ（自転車・自動車） 

など 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付金の支給対象となると思われる方には、４月下旬から順次申請書をお送りしています。 

申請書がまだお手元にある方は、お早めの申請をお願いします。 

 

● 対象者 ･･･ 平成２７年１月１日現在、越谷市に住民登録があり、平成２７年度分の市民税(均等割) 

が課税されていない方で、平成２８年度中に６５歳以上となる方（昭和２７年４月１日 

以前に生まれた方）  

（※ 対象とならない方）課税されている方の扶養親族等や生活保護を受給中の方 等 

 

● 支給額 ･･･ 対象者１人につき、３０，０００円（支給は１回です。） 

 

 申請受付期限は平成２８年７月２９日(金) 消印有効  
 

※申請書をなくされた方、対象となる 

 と思われる方で申請書が届いていな 

い方は、臨時福祉給付金室までお問 

い合わせください。 

 

 
 
 

証明書発行業務 
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９：００～１６：００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 

出羽地区カレンダー ５月 
1 (日)  

2 (月)   

3 (火) 【休業日】憲法記念日 

4 (水) 【休業日】みどりの日 

5 (木) 【休業日】こどもの日 

6 (金)  

7 (土)  

8 (日) 一般野球① 

9 (月) 11:30 就労訓練事業(パン販売) 

10 (火)  

11 (水)  

12 (木)  

13 (金)  

14 (土)  

15 (日) 出羽公園枝おろし 一般野球② 

16 (月)  

17 (火)  

18 (水)  

19 (木)  

20 (金)  

21 (土)  

22 (日) フラワーラージボール大会 少年野球① 

23 (月) 11:30 就労訓練事業(パン販売) 

24 (火) 親子ふれあい学級受付 

25 (水)  

26 (木)  

27 (金)  

28 (土) 少年野球② 

29 (日) 出羽地区自治会連合会総会 

30 (月)  

31 (火)  

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

※地区センターでは、自治会の運営や近
隣関係等コミュニティに関する相談
を、お受けします。詳しくは出羽地区
センターまで。☎９４０-７５２１ 

 

 
 

４月１日付け人事異動により、出羽地区センターの 

「疋野 政隆（ひきのまさたか）（所長）」が、市民課へ、 

「高島 一起（たかしまかずき）」が、生活福祉課へ異動になりました。 

大変お世話になりました。後任は、 

「鈴木 研司（すずきけんじ）（所長）」が生活福祉課から、 

「花田  翼（はなだつばさ）」がスポーツ振興課から異動となりました。 

よろしくお願いいたします。 

 

【日 程】６月 ９日(木)「楽器あそび」 

     ６月１６日(木)「楽しく運動あそび」 

     ６月２３日(木)「親の学習」 

     ６月３０日(木)「作ってあそぼう」 

     ７月 ７日(木)「親子調理」 

【時 間】午前１０時～１１時３０分 

【会  場】出羽地区センター 多目的ホール他 

【対象者】２・３歳児とその保護者２０組 

【講  師】子育てサポーター“チャオ” 

【内 容】身体を動かして遊んだり、料理を作ったり

しながら親子のコミュニケーションをはか

ります。 

【参加費】親子１組 ７００円 

     （子ども２名参加は１，３５０円）  

【申込み】５月２４日（火） 

午前９時～９時１５分の間

に、参加費を添えて直接下記

へお申し込みください。 

（午前９時１５分の時点で定

員を超えた場合は抽選とな

ります。）                  

【問合せ】出羽地区センター 

     ☎９４０-７５２１ 

 

４月２７日から５月６日ま
で出羽公園グラウンドに鯉
のぼりを掲揚しています。 

 

 

【主  催】出羽卓球連盟 
【日  時】５月２２日（日） 午前９時集合 
【会  場】西体育館 
【参加資格】出羽地区在住・在勤・在部・その紹介者 
【競技方法】・ラージボール３人１組のスリーダブルス団体戦 
      ・３，４チームの予選リーグ戦後、上位下位に別れての決勝リーグ戦 
      ・組合せ等は当日抽選（申込み人数により、試合内容等は主催者が決定します。） 
【参 加 費】１人 ７００円 ※ 大会当日、お支払いください。 
【申 込 み】５月１３日（金）までに出羽地区センターへお申し込みください。 

受付時間：８時３０分～１７時１５分（祝日は受付不可） ☎９４０-７５２１ 
【そ の 他】 ※昼食等は各自でご用意ください。  

※ラケットは当日、お貸し出来ます。 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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（５月）

について、下記のとおりお知らせします。 

【日 時】５月９日（月）、２３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 

  

【お問い合わせ】越谷市臨時給付金コールセンター  

電話（フリーダイヤル） ０１２０－３７２－１９２ 

（ 土曜、日曜日、祝日を除く８：３０～１７：１５） 

※ ７月２９日（金）まで 

 

出羽地区センターでは、施設内で見つかった

忘れ物を保管しています。 

お心当たりのある方は確認にお越し下さい。 

なお、これらの忘れ物は５月末に処分させて

いただきますので、ご了承下さい。 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://landb.up.seesaa.net/image/0029.jpg&imgrefurl=http://landb.seesaa.net/article/115805215.html&usg=__GbkXEecM6xHr11zovHhTwdZoBXY=&h=300&w=300&sz=39&hl=ja&start=18&zoom=1&tbnid=ZxFVZty3voFRQM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=WyS1TeeyD4uwuAON7Z2VBw&prev=/images%3Fq%3D%25E6%25A1%259C%25E3%2580%2580%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2580%2580%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/takkyu/sozaitext/203.htm
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www7b.biglobe.ne.jp/~yyyy/s84RR.files/Hotaru.gif&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2129851086213614701/2129851414713715003&usg=__tDx7BSgp4aY6mafHl24H9NPmJOw=&h=438&w=377&sz=14&hl=ja&start=37&zoom=1&tbnid=LXsbBo14TOf24M:&tbnh=127&tbnw=109&ei=agGxTbXMJYquvgOI-r2RBw&prev=/images%3Fq%3D%25EF%25BC%2595%25E6%259C%2588%25E3%2580%2580%25E8%258A%25B1%25E3%2580%2580%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2580%2580%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%26start%3D20%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DN%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://landb.up.seesaa.net/image/0029.jpg&imgrefurl=http://landb.seesaa.net/article/115805215.html&usg=__GbkXEecM6xHr11zovHhTwdZoBXY=&h=300&w=300&sz=39&hl=ja&start=18&zoom=1&tbnid=ZxFVZty3voFRQM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=WyS1TeeyD4uwuAON7Z2VBw&prev=/images%3Fq%3D%25E6%25A1%259C%25E3%2580%2580%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2580%2580%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://landb.up.seesaa.net/image/0029.jpg&imgrefurl=http://landb.seesaa.net/article/115805215.html&usg=__GbkXEecM6xHr11zovHhTwdZoBXY=&h=300&w=300&sz=39&hl=ja&start=18&zoom=1&tbnid=ZxFVZty3voFRQM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=WyS1TeeyD4uwuAON7Z2VBw&prev=/images%3Fq%3D%25E6%25A1%259C%25E3%2580%2580%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2580%2580%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1

