
 

 

 

           

              ～自然と文化の調和のとれた、心豊かなまちづくり～ 
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７月２３日（土）、出羽地区納涼大会“サマーナイト フィーバー イン ＤＥＷＡ ２０１６”が、出羽公園グ

ラウンドで開催されました。主催は出羽地区納涼大会実行委員会で、当日は特設ステージが設けられ、龍虎太鼓や民

踊、フラダンス、よさこいソーラン、キャンプファイヤーを囲んでの盆踊りやＪＡＺＺ演奏など、盛りだくさんの演

目が行われました。また、今年はナイアガラの他に打ち上げ花火もあり、多くの方が楽しむ盛況なイベントとなりま

した。 

出羽地区納涼大会に多くの地域の皆

様にお越しいただきありがとうござい

ました。 

また、自治会、コミ協、スポレク等、

ご協力いただいた皆様、協賛頂いた皆

様に、あわせて感謝を申し上げます。 

【出羽地区納涼大会実行委員会】 

今年度、成人式を迎える新成人の皆さん。あなたのアイデアで成人式を企画・運営してみませんか。 
【対象者】 平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方 

【締 切】 平成２８年８月３１日（水）まで 

【申込み】 問合せ先に直接電話でお申し込みいただくか、電子申請をご利用ください。 

【問合せ】 出羽公民館運営協力委員会（事務局：出羽公民館） ☎９４０－７５２１ 

※電子申請については、 下記ＵＲＬからお申し込み下さい。

https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/Entrance.do?command=PKG_DETAIL&lcd=112224&pkgId=053116h280722 

携帯電話・スマートフォンからは、右のＱＲコードをご利用下さい。 

 

★成人式は、平成２９年１月８日（日）に開催予定です。 

【日 時】８月 ９日（火）、１６日（火）、 

２３日（火）、３０日（火）（全４回） 

     午前９時３０分～午後１時００分 

【会 場】出羽地区センター 調理室 

【対象者】市内在住の１８歳以上の方  ２０名 

【参加費】２，２００円 

【持ち物】エプロン、三角巾、タオル２枚、 

お土産で持ち帰るそばを入れるパック 

【申込み】８月７日（日）までに参加費を添えて 

直接出羽地区センターへお申込下さい。 

（先着順）） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

 

 

【日 時】９月４日（日）※雨天決行 

８時４５分 出羽地区センター集合、 

９時出発、１２時頃解散（予定） 

【コース】出羽地区近辺にある名所・旧跡を 

「出羽の歴史散策マップ」をもとに 

越谷市郷土史研究会の加藤幸一 

さんと一緒に巡ります。 

【申込み】８月１日(月)から８月３１日(水) 

までに電話で下記へお申し込み 

下さい。（先着順） 

【問合せ】出羽地区コミュニティ推進協議会 

☎９４０－７５２１（出羽地区センター内） 

出羽地区コミュニティ推進協議会主催 

出羽地区にある名所・旧跡を郷土歴史研究会の先生と一緒に歩いて訪ねます！ 

昨年は、新川の北側沿いの岩槻古道（荻島地区長島村名主の長屋門）と出羽堀（三ツ

又堰）沿いを散策しました。 

 

 

～美味しいおそばを食べて、 

夏を涼しく過ごしませんか～ 

 
 

 

  
 

 

 

http://pcnet-koshigaya.net/
http://www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/seijin/sozaitext/103.htm


 

 

 

 

 

 

 

 
 

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（８月）について、下記のとおりお知ら

せします。 

【日 時】８月８日（月）、２２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 

 
 
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。どうぞご利用下さい。 

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下さい。 

※ 本人確認に必要なもの 

① 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台

帳カード、旅券等、官公署が発行した写真つきの

証明書は、１点 

② 健康保険証や年金手帳、法人の身分証明書等

は、２点以上 

出羽地区カレンダー ８月 

1 (月) 19:00 野球・ソフト合同幹事会 

2 (火)  

3 (水)  

4 (木)  

5 (金)  

6 (土) 世代間交流グラウンドゴルフ大会 

7 (日) 
サマーカップ卓球大会 
行政との対話集会 

8 (月)  

9 (火) 9:30 夏のそば打ち講習会① 

10 (水) 11:30 就労訓練事業(パン販売) 

11 (木)   山の日 

12 (金)  

13 (土)  

14 (日)  

15 (月)  

16 (火) 9:30 夏のそば打ち講習会② 

17 (水)  

18 (木)  

19 (金)  

20 (土)  

21 (日) 9:00～16:00 市民課開庁日 

22 (月) 11:30 就労訓練事業(パン販売) 

23 (火) 9:30 夏のそば打ち講習会③ 

24 (水) 9:00 夏休み子ども料理教室 

25 (木)  

26 (金)  

27 (土)  

28 (日)  

29 (月)  

30 (火) 9:30 夏のそば打ち講習会④ 

31 (水)   

※【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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【日 時】８月９日（火）、１６日（火）、２３日（火）、３０日（火）（全４回） 

     午前９時３０分～午後１時００分 

【会 場】出羽地区センター 調理室 

【対象者】市内在住の１８歳以上の方  ２０名 

【参加費】２，２００円 

【持ち物】エプロン、三角巾、タオル２枚、 

お土産で持ち帰るおそばを入れるパック                                                                          

地域の農家の方が、野菜作りのノウハウをアドバイスします。 
種まき(苗植え)から、育成、収穫までの作業はみなさんが行います。 

 

 

ファミリー区画（貸出） 

（およそ 15 ㎡／区画）×２０区画 

 

みんなの畑 

（およそ 400 ㎡） 

 

 

【参加期間】平成２８年８月～平成２９年３月 

【対  象】出羽地区内在住の方、家族で参加できる方 

【会  場】谷中町２丁目地内の畑、出羽地区センターほか 

【区  画】下記２つの区画を管理します。 

◇ みんなの畑（およそ 400 ㎡） 

･･･ 講師と参加者で協同管理する区画です。 

毎週土曜日 9:00～11:00 に作業を行います。 

  ◇ ファミリー区画（およそ 15 ㎡／区画）×２０区画） 

･･･ 参加者で管理する区画です。（１家族１区画まで） 

【参 加 費】5,000 円 

【申 込 み】８月１４日（日）までに参加費を添えて出羽地区センターへお申込み下さい。（先着順） 

【そ の 他】● 必要最低限の種苗・農具等は用意します。  ● 講習会・収穫祭を開催します。 

       ● その他不明な点等ありましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

【問 合 せ】出羽地区コミュニティ推進協議会  (出羽地区センター内) ☎９４０－７５２１ 

 

現在の谷中分署は、昭和４６年２月竣工後４５年以上が経過し、大地震発生時に消防活動拠点施設と

しての機能が果たせないことが危惧されることから、庁舎の耐震性を高め、各種災害に対応できるよう、

建て替えをさせていただきます。 

また、近年の都市構造の変化に伴い複雑多様化する災害に対応するため、訓練塔Ａ、Ｂ棟を新たに建

設させていただきます。工事期間中、ご近隣の皆様方には、何かとご不便とご迷惑をお掛けするかと存

じますが、万全の体制で安全に工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

【工事概要】 

●工事名    越谷市消防署谷中分署建設工事 

●工事場所  越谷市谷中町四丁目９２番１外 

●敷地面積  ５，７５１．６６㎡ 

●構造規模 

 事務所棟 ･･･ 鉄筋コンクリート造 地上２階  

延べ床面積 １，００９．３５㎡ 

車 庫 棟 ･･･ 鉄骨造 地上２階 

延べ床面積 ６７４．４５㎡ 

訓練塔Ａ棟 ･･･ 鉄筋コンクリート造 地上６階 

        延べ床面積 ３３３．６５㎡ 

訓練塔Ｂ棟 ･･･ 鉄筋コンクリート造 地上２階 

          延べ床面積 １６３．９４㎡ 

●延べ面積  ２，２１７．８３㎡（建物全体） 

●工事期間  平成２８年７月２０日から 

平成２９年７月３１日まで 

●休  日  原則として、日曜日 

【問合せ】 

（※ 工事に関すること） 

髙元・猪又経常建設共同企業体 ☎ 048-966-1661(代) 

越谷市建設部営繕課 ☎ 048-963-9204 (直通) 

（※ 工事以外に関すること） 

越谷市消防本部総務課 ☎ 048-974-0102 (直通) 

 

 
出羽地区コミュニティ推進協議会では、地域のシンボルでもある

出羽公園を花でいっぱいにするよう取り組んでいます。８月上旬か

らは、公園の花壇に植えた“ひまわり”が見頃になります。真夏の

青空に元気いっぱいに咲く“ひまわり”を観にお越しください。 

【場 所】 

出羽公園花壇 

（JR武蔵野線側） 

【見 頃】 

８月上旬～中旬 

※８月７日(日)～ 

８月２１日(日) 

の期間は、花摘み 

の期間となります。 

ご自由にお持ち帰 

り下さい。 

【問合せ】出羽地区コミュニティ推進協議会  ☎９４０－７５２１ 

 
８月５日（金）から、リオデジャネイロ

2016 オリンピック競技大会が開催され

ます。競泳女子２００m バタフライにお

いて、越谷市在住の星 奈津美選手が出

場されます。越谷市は下記会場でパブリ

ックビューイングを開催いたします。大

勢で星選手を応援しましょう。 

【日 時】８月１０日（水） 

午前 10時～午後 0時 10分 

８月１１日（木・祝日） 

午前 10時～午後 0時 25分 

【会 場】イオンレイクタウンｋａｚｅ 

     ３階「イオンホール」 

【定 員】３００名 

【問合せ】教育委員会スポーツ振興課 

     ☎９６３－９２８４ 

＜完成予想図＞ 

 

 
 

 


