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今年も納涼大会の季節がやってきました！ナイアガラ、打上花火、盆踊り、キャンプファイヤーやお楽しみ抽選会も行います。楽しい夏祭り！みんな出羽公園へＧＯ！ 
 

～ プログラム ～ 

16：00 お楽しみ抽選券販売開始 
    『みんなであそぼ』（子育連） 

たのしいゲームがあるよ！ 
ちびっ子のみんな、あつまれ！ 

17：00 和太鼓「舞」／龍虎太鼓 

17：30 民踊（婦人会） 
17：55 フラダンス（アカハイフラ） 
18：20 セレモニー 

18：50 よさこいソーラン（出羽小学校） 
19：05 津軽三味線 
19：35 キャンプファイヤー点火 

19：40 みんなで踊ろう！ 
20：00 お楽しみ抽選会 
20：40 打上花火・ナイアガラ 

21：00  終了予定 

※ お楽しみ抽選券の販売は午後４時から

です（売り切れになり次第終了します）。 

※ 公園の駐車場には限りがあります。     

車でのご来場はお控え下さい。 

※ 雨天の場合は、７月２３日（日）に順

延となります。 

◆出羽公園近隣にお住まいの皆様へ◆ 

納涼大会に伴い、騒音や交通渋滞等のご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いいたします。        出羽地区納涼大会実行委員会 

選手・役員の皆さん、応援に駆け付けてくださった皆さん、大変お疲れさまでした! 

【日 時】７月２７日（木）    

午前の部：１０時１５分開場、 
１０時３０分開演、１１時５６分終演（予定） 

午後の部：１３時４５分開場、１４時開演 

１５時２６分終演（予定） 
【会 場】越谷コミュニティセンター(サンシティホール) 小ホール 
【定 員】各回 ４９０名 

【入 場】無料 ※ただし、７月８日（土）午前９時から、 
出羽・南越谷・蒲生・川柳の各地区センター 
・公民館で配布する整理券が必要です。 

※無断の撮影等は固く禁じます!! 
【協 力】出羽・南越谷・蒲生・川柳 ４地区の子ども会育成連絡協議会 

 

【日 時】６月 ４日（日）【会 場】江戸川広域運動公園 

【大会結果】＜男子チーム＞ Ａブロック １回戦敗退 

＜女子チーム＞ Ｂブロック 準優勝 

 
 
【日 時】６月２５日（日）【会 場】越谷市立総合体育館 

【大会結果】＜卓球＞ Ａブロック 第４位 

＜ビーチボール＞（地区対抗の部）   第７位 

（部門別・40歳以上混合チーム）第３位 

【日 時】８月２７日（日） 

受付：午前９時  試合開始：午前９時３０分 

【会 場】出羽地区センター・多目的ホール    

【参加費】１チーム ６００円  【持ち物】運動靴 

【対 象】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、申込みはチー

ム単位とします。なお、チームの編成に１人以上の大
人（２０歳以上）を入れるものとします。 

【申込み】７月１日（土）～８月１０日（木）までに、出羽地区セ

ンターに参加費を添えて直接お申込みください。 

【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） 

今年度は、出羽地区において上記のとおり越谷市との合同の防災訓練が出羽公園グラウンドにて行われます。東日本大震災以来、防災に対

する備えは重要視されており、昨今においても南海トラフ・首都直下型地震等の不安な状況が続いています。この防災訓練に参加して、防災
に対する意識をさらに高めていきましょう！防災訓練の詳細な内容については、今後「ふれあい出羽」にて引き続きお知らせします。 

【問合せ】出羽地区自治会連合会・出羽地区防災組織連絡協議会 ☎９４０－７５２１（出羽地区センター内） 
 

 

 
  

※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!! 

http://pcnet-koshigaya.net/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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（７月）に
ついて、下記のとおりお知らせします。 

 
【日 時】７月１０日（月）、２４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１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 ７月 

1 (土)   

2 (日)   市役所開庁日【9:00～16:00】 

3 (月)    

4 (火)  親子ふれあい学級③ 

5 (水)  

6 (木)  

7 (金)  

8 (土)  

9 (日) 地区体育祭企画実施部会 

10 (月) 就労訓練（パン販売） 

11 (火) 
親子ふれあい学級④ 
学校開放調整会議 

12 (水)  

13 (木)  

14 (金)  

15 (土) 納涼大会役割分担説明会 

16 (日)  

17 (月) 【休業日】海の日 

18 (火)  親子ふれあい学級⑤ 

19 (水)   

20 (木)  

21 (金)  

22 (土) 出羽地区納涼大会 

23 (日) 出羽地区納涼大会（予備日） 

24 (月) 就労訓練（パン販売） 

25 (火)  

26 (水)  

27 (木) 夏休み子ども名作映画会 

28 (金)  

29 (土) 夏休み工作教室 

30 (日)  

31 (月)  

※【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 

市では、地区のスポーツ・レクリエーション団体を対象に、小中学校の一部を開放しています。 

利用にあたっては、出羽地区の住民１０人以上で構成され、かつ、監督者として成人が含まれる団体であること
が要件となり、登録が必要です。 
 
 ・新規利用希望団体は、７月７日（金）午
後５時１５分までに、出羽地区センターへ

連絡してください。 

・新規利用希望団体・既利用団体ともに、

７月１１日(火)午後７時から、出羽地区セ

ンターで学校体育施設利用団体会議を

開催しますので、必ず出席してください。 

～対象施設及び開放時間帯～ 

①出羽小、宮本小、大間野小各校庭及び体育館 

※開放時間帯につきましては、下記までお問合せ下さい。 

②武蔵野中学校校庭ナイター（19 時～21時） 

※夜間照明使用料として５００円を負担していただきます。 

【日 時】８月６日（日） 

【集 合】午前８時 【開会式】午前８時３０分 

【会 場】西体育館 

【参加資格】出羽地区在住・在勤・在部・在学者及

び会員（一般・ラージボールの部に関

しては紹介可。） 

【種 目】次の種目の中から１人１種目 

１）小・中学１年生の部（男女別個人戦） 

２）中学２・３年生の部（男女別個人戦） 

３）ラージボールの部 

（当日抽選によるミックスダブルス） 

４）一般の部 

（当日抽選によるミックスダブルス） 

※人数によりランクを分ける場合も 

あります。 

【試合方法】各種目とも、予選リーグ・決勝トーナ 

メント方式。ただし、参加人数により 

変更する場合があります。 

【参加費】（一般）７００円 （会員・学生）５００円 

【申込み】７月２１日（金）午後５時１５分まで 

に出羽地区センターへ。電話での申込 

みも可能です。参加費は大会当日に受 

付でお支払いください。 

【問合せ】出羽地区センター 

☎９４０－７５２１ 

もうすぐ楽しい夏休み！工作の宿題は大丈夫かな？夏休み工作教室で地域のみなさんと片付けましょう!! 
【日 時】７月２９日（土）午前９時３０分～１１時３０分 
【会 場】出羽地区センター 団体活動室・地域活動会議室 
【対象者】市内在住の小学生（保護者及びおとなも可） 【参加費】無料 

【申込み】７月８日（土）から下記の電話、もしくは右記のＱＲコードか
らお申し込み下さい。(先着順） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 
～教室一覧～ 

①竹細工教室／布ぞうり／ペットボトルかざぐるま 教室 【定員】２０名 

 水鉄砲や紙でっぽう、一輪挿しなどをつくります。また、布とひもを使って 

布ぞうりを作ったり、ペットボトルでかざぐるまも作れるよ！ 

②水引工芸 教室 【定員】１５名  水引でアツザクラの鉢植えを作ります！ 

③押し花 教室 【定員】２０名  押し花でかわいい「ブローチ」を作ろう！ 

④リサイクル花器／ハンカチひよこ 教室【定員】１０名 

 わりばしで花器をつくります。ハンカチでひよこも一緒に作れるよ！ 

５月２８日（日）、西体育館にて、出羽卓

球連盟主催の第１４回ＮＥＷフラワーラー
ジボール卓球大会が開催されました。 

当日は８１人の参加者が、日ごろの練習の

成果を競い合い、熱戦が繰り広げられまし
た。 

選手役員の皆さん、大変お疲れ様でした！ 

＜大会成績＞ 
○男子の部・優勝 石川 栄・渡部俊夫・田村照夫 
○女子の部・優勝 淀たか子・斉藤茂子・山形恵子 

【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 

【日 時】８月３日（木）、１０日（木）、１７日（木）、 

２４日（木）（全４回） 

     午前９時３０分～午後１時 

【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 

【申込み】７月１３日（木）午前９時～９時１５分の 

間に、参加費を添えて直接出羽地区センタ 

ーへお越しください。（９時１５分の時点で 

定員を超えた場合は抽選となります。定員 

に満たなかった場合は１３日午前１０時よ 

り電話での申込みも可能です。（先着順）） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

【日   時】８月２８日（月） 午前９時～午後１時 

【会   場】出羽地区センター 調理室及び学習室Ａ 

【対 象 者】小学校３～６年生  ２４名 

【参 加 費】５５０円（材料費・保険代） 

【メニュー】餃子、スープ、とうもろこしご飯、 

かぼちゃサラダ 

【持 ち 物】エプロン、三角巾、ふきん、タッパー、 

筆記用具 

【申 込 み】７月３０日（日）午前９時～９時１５分の間

に参加費を持って、直接出羽地区センターへお

越しください。（９時１５分の時点で定員を超

えた場合は抽選となります。）なお、定員に満

たなかった場合は、電話での申し込みも可能

（先着順）です。 

【問 合 せ】出羽地区センター  ☎９４０－７５２１ 

～おいしいおそばを食べて、 
夏を涼しく過ごしませんか？～ 

 

 


