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駐車場
出口
一般駐車場

自治会や、地区の小中学校の児童生徒の皆
さんが、球根から丹精こめて育んだチュー
リップの鉢植えが集められ、出羽公園が６
万本のチューリップで満開になります。

駐車場
入口
◆今年も特別イベント
「チューリップハント」を
開催します！（先着 100 名）
時間 10:00～12:00

今年の花文字は
「☆未来かがやく出羽☆」
地域の皆さんの
模擬店がならびます。

ハシゴ車、水消火器、
起震車を体験できます。

西体育館
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役員等駐車場

会場内のあちらこち
らで、大道芸人のパフ
ォーマンスショーが
あります。(^Ｏ^)/

※ 会場図は変更される
場合があります。

越谷市制６０周年記念

出羽チューリップコミュニティフェスタ２０１８ ステージプログラム
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越谷龍虎太鼓 和太鼓 舞
10:00～
空手クラブ 虎優会（演武）
・模擬店 ・ミニ新幹線
出羽地区婦人会 民踊
・大道芸 ・ふれあい動物園
アロハ ハイビスカス
・地域防災体験コーナー
武蔵野中学校 吹奏楽部演奏
（ハシゴ車、水消火器、
スタジオ メケ アロハ
起震車体験）
開会セレモニー、コンテスト表彰
出羽小学校 よさこいソーラン
大間野小学校 バトン
宮本小学校 花笠音頭
※ 時間と予定は変更さ
おたのしみ抽選会
れる場合があります。
チューリップ鉢植え無料配布

フェスタの運営に携わるスタッフを募集中！
※詳しくは、右記までお問合せ下さい。

役員等駐車場

【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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～材料を計るところから後片付けまでみんなで一緒にお料理しましょう～
【日
時】３月２７日（火）午前９時～午後１時
【会
場】出羽地区センター 調理室・学習室Ａ
【対 象 者】小学校３～６年生 ２４名
【メニュー】オムライス、から揚げ、野菜スープ（予定）
【参 加 費】５５０円（材料費・保険代）
【持 ち 物】エプロン、三角巾、ふきん、タッパー
【申 込 み】３月１０日（土）午前９時～９時１５分までに、
参加費を添えて直接出羽地区センターにお申し
込みください。（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

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。
～対象施設及び開放時間帯～
・新規利用希望団体は、３月１２日（月）
①出羽小、宮本小、大間野小各校庭及び体育館
午後５時１５分までに、出羽地区センター
開放校
曜日
施設
開放時間帯
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、
校庭
14:00～18:00
土曜
出羽小
３月１３日（火）午後７時から、出羽地区
体育館
14:00～17:00
宮本小
センターで学校体育施設利用団体会議を
校庭
7:00～18:00
日曜
大間野小
開催しますので、必ず出席してください。
休日
体育館
8:30～17:00
【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会
②武蔵野中校庭ナイター（19 時～21 時）
（出羽地区センター内）
※夜間照明使用料として１回 500 円を負担していただきます。
☎９４０－７５２１

「コミ協農園」は、野菜作りを楽しく学んでいきながら、地域間・世帯間の交流を図るこ
とを目的とした事業です。初心者の方にも野菜作りに必要な知識やノウハウ、種まき（苗植
え）から、育成、収穫までの作業方法をアドバイスします。
【期 間】平成３０年４月～平成３１年３月 【対 象】原則出羽地区在住の方、家族で参加できる方
【会 場】谷中町２丁目地内の畑 他
【区 画】◇ファミリー区画（およそ３５㎡）（※１家族１区画まで）
【参加費】１区画：３，０００円（年額）
【申込み】３月１日（木）から３月１６日（金）までに出羽地区センターへお申し込みください。
（１６日の１７時１５分で定員を超えた場合は抽選となります。）
※参加者決定後、３月２４日（土）午前１０時より説明会・区画抽選会を行います。
【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

出羽地区野球連盟では、新規加盟チーム(一般の部)を募集します。本連盟は、野球を楽しむことはも
ちろん、会員相互の親睦や出羽地区の興隆に貢献することを目的として、活動しています。
皆様の参加をお待ちしています！
【年間活動】春季大会、秋季大会、講習会ほか
【問 合 せ】出羽地区野球連盟事務局（出羽地区センター内）☎９４０－７５２１

※「チームに所属していないけど野球がやりたい！」という方も
お気軽に上記までご連絡ください！連盟所属のチームを紹介します！

６月３日（日）、江戸川広域運動公園グラウンドにおいて
「越谷市制６０周年記念 第６３回市民体育祭地区対抗ソ
フトボール大会」が開催されます。出羽地区では、この大会
に参加する女子選手を募集しています。あなたも出羽地区の
代表選手として参加してみませんか？
【対象者】出羽地区在住の１８歳以上の女性（経験者歓迎）
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

転入や転居等の住民異動が増える時期
に合わせて、下記のとおり市民課窓口を臨
時開庁します。平日に来庁できない方は、
この機会にぜひご利用ください。
【臨時開庁日】３月２５日（日）
午前９時～午後４時
【問 合 せ】市民課 ☎９６３－９１２６

【日 時】３月１２日（月）
３月２６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
【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３月
1 (木)
2 (金) 環境学習会
3 (土)
市役所開庁日【9:00～16:00】
4 (日)
初歩のフラダンス教室③
5 (月)
6 (火) シルバ－スク－ル④
7 (水)
8 (木)
9 (金)
10 (土)
チューリップフェスタ全体説明会
11 (日)
初歩のフラダンス教室④
12 (月) 就労訓練（パン販売）
シルバ－スク－ル館外学習
13 (火)
学校開放調整会議
14 (水)
15 (木)
16 (金)
17 (土)
18 (日) 第２回出羽地区ユニカ－ル大会
19 (月)
20 (火)
21 (水) 【休業日】春分の日
22 (木)
23 (金)
24 (土)
25 (日) 市役所臨時開庁日【9:00～16:00】
26 (月) 就労訓練（パン販売）
27 (火) 春休み子ども料理教室
28 (水)
29 (木)
30 (金)
31 (土) ウォ－タ－チュ－リップ搬入
※【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

