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第６１回市民体育祭地区対抗ソフトボール大会 

【開 催 日】６月５日（日）

【開 会 式】午前８時 

【会 場】江戸川広域運動公園 

グラウンド 

◇男子（第１試合）（午前８時４５分～） 

Ａブロック  出羽－増林 

◇女子（第１試合）（午前８時４５分～） 

Ｂブロック  出羽－増林 

第６１回市民体育祭地区対抗卓球・バレーボール大会 

【開催日】６月２６日(日)              

【開会式】午前８時３０分

【会 場】総合体育館  

第 1 体育室（バレー） 

第２体育室（卓球） 

◇卓 球（第１試合） 

 Ａブロック 出羽－増林 

 （午前９時～） 

◇男子バレー 

 Ａブロック 第４試合 

出羽－大沢・増林の勝ちチーム 

◇女子バレー （午前９時～） 

Ａブロック 第１試合 

出羽－増林 

【優勝チーム（敬称略）】

～男子２人・女子１人の部～

石川／渡部／須永 

～男子１人・女子２人の部～

大野／北村／菅原 

おめでとうございます！

５月２２日(日)、西体育館で、出羽卓球連盟
主催（協賛：出羽地区スポレク推進委員会、後
援：出羽地区センター）の「NEW フラワーラー
ジボール卓球大会」が８１名の参加者を得て開
催されました。 

当日抽選で決まった３人一組がチームを組
み、男子２人・女子１人の部と男子１人・女子
２人の部でラージボール戦を競いました。息の
合ったプレーで試合が展開され、参加者１人１
人が卓球を心から楽しんでプレーをしていまし
た！ 

また会場内には、色とりどりの鉢植えが用意
され、上位チームに贈られました。 

より多くの方々に参加していただくため、ラ
ージボール専門の大会に切り替わってから、は
や１３回目を数えますが、様々なレベルの選手
が楽しく参加できる大会として今後も続けてい
く予定です。 

【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】６月７日（火）までに、出羽地区センターに参加費を添え

て直接お申込下さい。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０-７５２１ 

今年の夏のご予定はお決まりですか？もしよければ、グラウンド・

ゴルフ大会を予定にいれてみませんか？出羽地区スポ・レク推進委員

会では、今年から世代間交流グラウンドゴルフ大会を始めます。今回

は、小学４～６年生の児童と保護

者の方（２０歳以上の方なら OK！

）がペアでの対抗戦を行います。

グラウンド・ゴルフは初めてで

も気軽に出来る競技です。ボール

がホールに入るのを見届ける時間

のドキドキ感がたまりません！

たくさんの方の参加をお待ちし

ております！（グラウンド・ゴル

フのクラブやボールは貸し出しし

ます。）

【日 時】平成２８年８月６日（土）

 午前８時３０分集合

【場 所】出羽公園グラウンド

【対象者】出羽地区在住の小学４～６年生

とその保護者等

【参加費】１人あたり１００円

【申込み】６月１日（水）から７月１０日

（日）までに出羽地区センター

に参加費を添えてお申込下さい。

【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）

http://pcnet-koshigaya.net


一緒に活動してみませんか？詳細は直接下記のクラブ・サークルにお問い合わせください。 

クラブ名 会員 活動日 活動時間 連絡先 電話 

＜ダンス・舞踊・体操系＞ 

アカハイ フラ 10
第 1・2土

第 3日
10:00～12:00 五十嵐美佐子 987-6115 

一丁連（阿波踊り） 5 土 19:00～21:00 亀尾 真 090-8561-5668

エアロビクス ＦＩＴＳ 11 木 10:00～11:30 矢野 桂子 945-4200 

七・７社交ダンスクラブ 18 月 19:00～21:30 水口 米一郎 965-0347 

七 4 ダンスサークル 7 日 19:00～21:00 西條 雅子 986-0521 

社交ダンスの集い スリーアイユー 20 日･月（予定） 13:00～17:00 田中 務 090-4417-2868

千手連（阿波踊り） 27 土 19:00～21:00 伊藤 陽子 090-8775-6920

出羽フォークダンスクラブ 
（若干名の募集です。） 

10 月  9:30～11:30 鴇田 紀美子 966-0861 

天水連 南越谷（阿波踊り） 50 第1･3土日
（土）18：00～21：00

（日）13：00～17：00
小田桐 拓 090-8108-5718

レア オハナ（フラダンス） 6 第 1･2･3 金 19:00～21:30 原田 962-4750 

＜茶道・書道・芸術・料理・講座系＞

着物着付同好会 4 第 2・4木 10:00～12:00 大澤 匡子 947-6174 

コスモパラダイスキッズ 32 月 2 回月曜 9:00～11:55 橋本 祥子 986-8785 

シャドーボックス 3 第 1・3火 13:30～15:30 植島 千津子 966-0624 

書道クラブ「風」 10 月（第５月曜休み） 9:30～12:00 河上 経男 988-2666 

ちびすまいる 16 水 10:00～12:00 島野 恭子 
979-0892（自宅）

090-9960-5627（携帯）

ＰＣネット越谷 
(入会にはメールアドレスが必要です。)

90 火･金  9:30～12:00 大野 義輝 962-4088 

リコーダーで楽しむ会 5 月 1 回水曜 10:00～11:30 野口 よう子 090-4963-7655

＜スポーツ系・その他＞ 

日本スポーツ吹矢協会 越谷中央支部 18 第 2・4土 13:30～15:30 染谷 確 964-3862 

自彊術クラブ「あすなろ」 9 月 3 回  9:30～11:00 高橋 菊江 976-8524 

出羽空手道クラブ 12 木 18:30～20:30 土居 孝彰 090-8852-1146

出羽公民館クラブ 和太鼓舞 11 金 18:00～19:30
菅澤 俊一 080-5535-6435

越谷龍虎太鼓 24 金 19:30～21:00

※会場については、出羽地区センターでない場合もありますので、詳細等は各クラブへご確認下さい。

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 ６月

1 (水)

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日) 市民体育祭 ソフトボール大会 

6 (月)

7 (火)

8 (水)

9 (木) 10:00 親子ふれあい学級① 

10 (金)

11 (土)

12 (日)

13 (月) 11:30 就労訓練（パン販売） 

14 (火)

15 (水)
 14:00 コミ協文化伝承部会 

 19:30 コミ協シンボル公園部会 

16 (木) 10:00 親子ふれあい学級② 

17 (金)

18 (土) 10:00 納涼大会実行委員会 

19 (日)
壮年ソフト 

9:00～16:00 市民課開庁日 

20 (月)

21 (火) 19:00 地区体育祭企画実施部会 

22 (水)

23 (木) 10:00 親子ふれあい学級③ 

24 (金)

25 (土)

26 (日) 市民体育祭 卓球・バレー大会 

27 (月) 11:30 就労訓練（パン販売） 

28 (火)

29 (水)

30 (木) 10:00 親子ふれあい学級④ 

※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 

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（６月）について、下記のとおり

お知らせします。

【日 時】６月１３日（月）、２７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

薪
たきぎ

能
のう

とは、能舞台の周囲にかがり火を焚いて行う能の

ことです。幻想的な雰囲気の中、本格的な能楽を鑑賞する

ことができます。全国でも数少なく、埼玉県内では唯一の

屋外能楽堂で行われる「こしがや薪能」で、かがり火に照

らし出される幽玄の世界をぜひお楽しみください。

開演前には、越谷市出身で観世流能楽師の関根
せきね

祥
しょう

六
ろく

先

生による能楽講座が行われますので、初めての方でも安心

して楽しめます。

【日時】平成２８年９月１７日（土）（荒天中止）

開場 午後４時５０分  午後５時２０分 能楽講座

開演 午後６時     午後８時５０分 終演（予定）

【会場】越谷市 日本文化伝承の館 こしがや能楽堂

【番組】狂言「伯母ヶ
お ば が

酒
さけ

」 能「井筒
い づ つ

」 他

【入場券取扱】※販売期間 6 月 13 日(月)～9 月 17 日(土) 
入場料 一般 3,500 円 学生 1,000 円 （※全席自由席）

     ※前売券 280 枚  当日券 270 枚

取扱窓口 越谷市生涯学習課 ☎963-9307（平日のみ）

こしがや能楽堂  ☎964-8700（水曜休館）

越谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  ☎985-1112（前日まで）

【問合せ】 越谷市生涯学習課 ☎963-9307

地区納涼大会
７月２３日（土） 

出羽公園グラウンド

地区体育祭 
９月２５日(日) 

出羽公園グラウンド 

市民体育祭 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

１０月８日（土） 

総合公園多目的運動場 

市民体育祭 

中央大会 

１１月６日（日） 

しらこばと運動公園 

競技場 

出羽ふれあい 

フレンドパーク 

１１月２０日(日)  

出羽地区センター 

市民体育祭 

駅伝大会 

１２月４日(日) 

市内駅伝コース 

出羽・荻島地区 

成人式 

１月８日(日)  

文教大学 


