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出羽地区納涼大会にご協賛いただいた皆様 ※順不同・敬称略 

大間野町一丁目自治会 谷中町三丁目自治会 武蔵野中学校 PTA 彩寿クラブ ㈱金時米菓 松沢幼稚園 

大間野町二丁目自治会 谷中町四丁目自治会 富士中学校PTA 書道クラブ・風 宗教法人 迎攝院 松沢保育園 

七左町一丁目自治会 宮本町一丁目自治会 西中学校PTA 出羽曙水教室 ㈱越谷タクシー 三喜鮨 

新越谷二丁目自治会 宮本町二丁目第一自治会 出羽小学校PTA ＰＣネット越谷 ㈱櫻井建材店 ㈱水谷工務店 

七左町四丁目自治会 宮本町二丁目第二自治会 宮本小学校PTA イレブン 三光電気商会 ㈲村山商会 

七左町五丁目自治会 宮本町四丁目自治会 大間野小学校 PTA 青木信用金庫 越谷支店 ㈱サンエー緑化 ろばた焼 古潭 

七左町六丁目自治会 宮本町五丁目自治会 出羽卓球連盟 ㈱曙運輸 越谷市農業協同組合 ワタキューセイモア㈱ 関東支店

七左町七丁目自治会 宮本町五丁目北自治会 出羽地区グラウンド・ゴルフ連盟 アサヒ産業㈱ ㈱鈴木組 越谷縁喜会

七左町七丁目第二自治会 神明町一丁目自治会 出羽グリーンクラブ 浅古建設㈱ 鈴木板金工業所 大相模地区スポ・レク推進委員会

七左町８丁目自治会 神明町二丁目自治会 出羽民踊クラブ アルファクラブ武蔵野㈱ ㈲セキ製作所 アロハハイビスカス 

新川町一丁目自治会 神明みどり自治会 あゆみ会 魚伸 ㈲タナカベンド トマトショップ 

新川町二丁目自治会 神明町三丁目自治会 出羽地区民生・児童委員協議会 ㈲ＥＶＥＲ・ＳＰＯＲＴＳ ㈱中新造園 坂田 庸子 

谷中光和会 松葉自治会 ＪＡ越谷市女性部出羽支部 ㈱エム企画 ㈲野口組 佐藤 肇 

谷中町一丁目自治会 ひまわり自治会 大間野寿会 特別養護老人ホーム 嘉祥園 ㈲はたや自動車 島村 博 

ワコーレ越谷自治会 大関団地自治会 出羽宮五栄友会 介護老人保健施設 とまりや 秦野溶接工業 名倉 雄作 

谷中町二丁目自治会 武蔵野中学校 新川町一丁目扇寿クラブ ㈲河上工務店 パンマルシェ 松沢 邦翁 

谷中町二丁目東自治会 西中学校 宮四交友会 観照院 ㈲ヒルタ興業 松苗 眞吉 

７月２１日（土）、越谷市制６０周年記念 出羽地区納涼大会“サマーナイト フィーバー イン ＤＥＷＡ ２０１８”が、出羽公
園グラウンドで開催されました。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阿波踊り・盆踊り、そして“マリンバデュオＲｈｙｍｅ”さんのマリンバ演奏など、盛りだくさんの演目が行
われました。また、今年も五錦雄互さんの津軽三味線の演奏にあわせて打上花火が行われ、フィナーレのナイアガラ花火も大いに
盛り上がり、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は大変多くの皆様にお越しいただきありがとうございました。自治会、コミ協、スポ・レク
他、各種団体の皆様、納涼大会の運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 
また、皆様から、お祝い金３９７，０００円、花火協賛金３８５，０００円のご協賛をいただきましたことに、
重ねて御礼申し上げます。 【出羽地区納涼大会実行委員会】
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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 ８月
1 (水)  夏休みこども料理教室 

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日)
市民課開庁日【9:00～16:00】
サマーカップ卓球大会 
行政との対話集会 

6 (月)

7 (火) 夏のそば打ち講習会② 

8 (水)

9 (木)

10 (金)

11 (土) 【休業日】山の日 

12 (日)

13 (月)  就労訓練（パン販売） 

14 (火)

15 (水)

16 (木)

17 (金)

18 (土)

19 (日)

20 (月)

21 (火) 夏のそば打ち講習会③ 

22 (水)

23 (木)

24 (金)

25 (土)

26 (日) 第１回 出羽地区ユニカ－ル大会

27 (月) 就労訓練（パン販売） 

28 (火) 夏のそば打ち講習会④ 

29 (水)

30 (木)

31 (金)

※【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

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１０年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方 

【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。 

     申込み締切りは、８月末日までとなります。 

※ 電子申請については、 下記ＵＲＬからお申し込みください。 

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。 

https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7581 

【問合せ】出羽・荻島地区成人式実行委員会（事務局：出羽公民館） ☎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!!

【日 時】８月１３日（月） 
     ８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 
【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 

越谷市では「こしがや“菜(さい)コー(こー)”レシピコンテスト2018」を開催します。 

【応募条件】 次の①～③に該当するもの。 

① ネギ・クワイ・イチゴ・小松菜など越谷産農産物を主な食材とする 

② １時間程度で調理ができる 

③ 一般的な家庭にある調理器具・材料で作ることができる 

※詳しくは、市ホームページまたは募集チラシをご参照ください。 

【応募資格】 次の①または②に該当する方（飲食事業者等を除く） 

① 市内在住・在勤・在学の個人   ② 市内で活動する団体 

【表彰】入賞者には「越谷いちごタウン」の招待券を贈呈します。 

【応募方法】7月17日（火）～9月28日（金）（必着）に、応募用紙に必要事項を記

入のうえ、料理の完成写真（メールの場合はデータ）を添えて、農業振興課

へ持参、郵送またはメールで提出してください。 

【問合せ】 農業振興課 ☎９６３－９１９３ 

      メールアドレス：nogyoshinko@city.koshigaya.lgjp 

【日 時】８月２６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】８月１０日（金）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）

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”をぜひご覧ください。 

【場 所】 

出羽公園ふれあい花壇 

（JR武蔵野線側） 

【見 頃】 

８月上旬～中旬 

※８月４日(土)～１９日(日) 

の期間は、ご自由に摘み取 

りができますので、お越し 

ください。 

【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 

出羽地区近辺にあ
る名所・旧跡を「出
羽の歴史散策マッ 
プ」をもとに郷土歴
史研究会の加藤幸 
一先生と一緒に歩 
いて訪ねます！ 

【日 時】９月２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） 

【申込み】８月１日（水）～８月３１日（金） 

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）
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