
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】 
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【日時・内容】 

回 日時 内容 講師 

① 
２月２２日(水) 

１３時３０分～１５時３０分 
「高齢者の生きがいと社会参加」 

生きがい支援システム研究所 代表 

臼 倉 登 貴 雄 氏 

② 
３月 １日(水) 

１３時３０分～１５時３０分 

交通安全講話 

振込詐欺や悪徳商法の対策 

消費生活センター 相談員 

大 日 向 智 穂 氏 

③ 
３月 ８日(水) 

１３時００分～１６時００分 
「若さと美と健康に役立つ入浴法」 

秋子塾 笑いの花咲か講師 

藤 原 秋 子 氏 

④ 
３月１５日(水) 

１３時３０分～１５時３０分 

「笑み筋体操と落語で、 

  おもいきり笑おう！」 

花と笑いの専門家 

阿 部 広 子 氏 

⑤ 
３月２２日(水) 

８時３０分～１６時３０分 

館外学習 （予定） 

・㈱キューピー五霞工場（茨城県五霞町）見学 

・キッコーマンもの知りしょうゆ館（千葉県野田市）見学 

※内容は変更になる場合があります。 

TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６

8-985-6626 

【編集・発行】 出羽地区センター・公民館  〒343-0851 越谷市七左町４－２４８－１ 

２ 

【会 場】出羽地区センター ほか 

【対象者】市内在住の６０歳以上の方 （３０名） 

     ※原則全５回に参加できる方が対象。 

【参加費】無料 

     ※第５回の館外学習の昼食代については 

参加者負担とします。 

【申込み】２月９日(木)午前９時から９時１５分 

     までに直接出羽地区センターにお申し 

込みください。 

※９時１５分の時点で定員を超えた場合は抽 

選を実施します。定員に満たなかった場合は、 

２月１６日（木）まで先着順で申込みを受け 

付けます。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

『さいたま市桜環境センター』にて、ごみが焼却されるまでの過程を見学し、環境問題について学習します。 

また、『川口緑化センター「樹里安（じゅりあん）」』では、様々な緑化振興事業について学びます。 

昼食は、冬野菜を取り入れた天ぷら定食を予定しています。 

【日 時】２月２４日（金）午前９時～午後３時３０分（予定） 

【内 容】『さいたま市桜環境センター』『川口緑化センター「樹里安（じゅりあん）」』の施設見学等 

【対 象】市内在住の２０歳以上の方（定員３０名） 

【参加費】無料（昼食代７００円は各自負担していただきます。） 

【申込み】２月１０日（金）９時～９時１５分までに、直接出羽地区センターにお申し込みください。 

※９時１５分の時点で定員を超えた場合は抽選を実施します。定員に満たない場合は、２月 

１７日（金）まで先着順で申込みを受け付けます。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０―７５２１ 

 

１月８日（日）文教大学で、｢平成２８年度 越谷市出羽・荻島
地区成人式」が新成人２８０名の参加を得て開催されました。地
域の実行委員のご尽力のもと、新成人委員の努力も実り、成人へ
の門出を祝福するにふさわしい、大変心のこもった式になりまし
た。 

なお、市内１１会場で成人式が行われ、合わせて２５０９名（出
席率７４．０％）の新成人が参加しました。 

 

「新成人の皆さん、その若い力を思う存分に発揮して、 

未来に向かって大きく羽ばたいてください」 

越谷市／越谷市教育委員会／越谷市出羽・荻島地区成人式実行委員会 

 

今年も、４月９日（日）出羽公園で「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０１７」を開催します。 
一緒にフェスタを盛り上げましょう！ 

【内 容】２月１９日（日）出羽公園ふれあい花壇の除草作業・七左衛門川の清掃 
     ４月 ２日（日）出羽公園へのチューリップの搬入 
         ４月 ９日（日）当日スタッフ   ※フェスタ会場を飾る鉢植えチューリップの 

栽培に協力してくださる方も募集しています。 
【申込み】随時募集中。下記までお問合せ下さい。 
【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 
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【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】２月１日(水)～２月２４日(金) 

直接下記までお申込み下さい。（電話可） 

【問合せ】出羽地区センター ☎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（２月）につ
いて、下記のとおりお知らせします。 

 
【日 時】２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 

 
 
 
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 ２月 

1 (水) 女性セミナー③ 

2 (木)  

3 (金)  

4 (土) 普通救命講習会 

5 (日) 出羽地区自治連新春懇親会 

6 (月)  

7 (火)  

8 (水) 女性セミナー④ 

9 (木)  

10 (金)  

11 (土) 【休業日】 建国記念の日 

12 (日) 出羽地区防災訓練 

13 (月) 就労訓練（パン販売） 

14 (火)  

15 (水) 女性セミナー⑤（館外学習） 

16 (木)  

17 (金)  

18 (土) キッズイングリッシュ① 

19 (日) 

市民課開庁日【9:00～16：00】 
初歩のフラダンス教室① 
出羽公園ふれあい花壇除草作業 
出羽地区ユニカール大会 

20 (月)  

21 (火)  

22 (水) 出羽シルバースクール① 

23 (木)  

24 (金)  環境学習会 

25 (土) キッズイングリッシュ② 

26 (日) 初歩のフラダンス教室② 

27 (月) 就労訓練（パン販売） 

28 (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 

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。子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯スポーツです。試合前に簡単な説明と講習会

を行いますので初めての方も安心してご参加いただけます。 

【日 時】平成２９年２月１９日（日） 

・受  付：午前９時００分  ・開 会 式：午前９時１５分 

・試合開始：午前９時３０分 ・終了予定：正午 

【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 ５００円    【持ち物】運動靴 

【申込み】２月１０日（金）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（出羽地区センター内） ☎９４０－７５２１ 

※ユニカール大会終了後に「ペタンク体験会」を行います。 
こちらも併せてのご参加をお願いします!! 

見つけよう！あなたの生涯学習 

広げよう！豊かな学びの輪 

～ やってみて はじめてわかる 学びのおもしろさ ～ 

【日 時】２月２６日（日）午前１０時～午後３時 

【会 場】越谷市中央市民会館及び周辺 

【参加費】無料 

※詳しい内容は、平成２８年１２月１５日発行の

生涯学習メニュー「ＴＲＹ」（広報こしがや季刊版

に折り込み）、広報こしがやお知らせ版２月号及び

市ホームページをご覧ください。 

【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 

平成１５年８月以来、長年ご利用いただきました証明書自動交付機について、マイナンバーカードを利

用した証明書コンビニ交付がスタートしたことに伴い、機器のリース満了日に併せて段階的に稼動を終了

いたします。ご利用の皆様にはご理解をお願いいたします。 

＜設置場所及び稼動終了日＞ 

●桜井地区センター、南越谷地区センター、消防本庁舎 ⇒ 平成２９年３月３１日 

●パスポートセンター ⇒ 平成２９年５月３１日   ●越谷市役所 ⇒ 平成３０年７月３１日 

【問合せ】市民課 ☎９６３－９１２６ 

 

【日 時】２月１９日（日） 

開場：午後０時３０分 

開演：午後０時５０分 

【会 場】サンシティ越谷市民ホール 小ホール 

【出演団体】K-magic Swing Orchestra 

SWING BEARS 

 DREAM SWING KINGDOM 他 

【定 員】４５０名 ※満員の場合は入場をお断りする 

【入場料】無料       こともございます。 

※整理券の事前配布はございません。  

当日会場に直接お越しください。 

【主 催】こしがやミュージックフェスタ実行委員会 

【主 催】市内全１３公民館 

【問合せ】大袋地区センター ☎９７５－３９５２ 

 

 

 

 

 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 

３月１４日(火) 
午後１：３０～３：３０ 

「子育てスキルアップ術」 

～子育てで、大切にしたいこと～ 

講 師  雲 雀 信 子 さん 

３月１６日(木) 

午後１：３０～３：３０ 

「子どもを伸ばす親子関係」 

講 師  近 澤 恵美子 さん 

３月１７日(金) 

午後１：３０～３：３０ 

「人権教育について」 

講 師  出 村 常 子 さん 

 

癒しのハワイアンミュージックに乗って、あなたも踊ってみませんか？ 

フラダンスでココロもカラダも若々しく、健康になりましょう！ 

【日 時】２月１９日（日）・２６日（日）・３月５日（日）・１２日（日）＜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（第１・４回）、多目的ホール（第２・３回） 

【対象者】３歳以上の市内在住女性（親子での参加も可）２０名 

【講 師】斉藤 良枝 氏（アカハイフラ）    【参加費】無料 

【持ち物】タオル、飲み物（水分補給用）      【服 装】動きやすい服装 

【申込み】電話、もしくは電子申請で下記へ（先着順） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

           （パソコン電子申請用 ＵＲＬ） 

https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/Entrance.do?command 
=PKG_DETAIL&lcd=112224&pkgId=12060122 

※携帯電話からは、右のＱＲコードをご使用下さい。  


