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【日 時】１１月１８日（日）午前９時～午後３時
【部 門】★展示部門（活動発表等） ★演出部門（ステージ発表等） ★コミュニティ部門（模擬店等）
【対 象】出羽地区センター利用団体、出羽地区内のクラブ・サークル等 ※出羽地区在住者に限ります。
【申込み】１０月１４日(日)までに出羽地区センターへお申し込みください。
（申込み用紙は地区センターにあります。）
※ コミュニティ部門で物品や食料品などの販売又は活動発表等を希望する場合、
参加費１，０００円が必要です。
※ 調理器具を使用する際は、器具の名前と使用希望の個数をご記入ください。
※ 参加団体は、以下の会議等にご出席ください。（場所はいずれも出羽地区センター）
『ふれあいフレンドパーク部門別会議』１０月２０日（土）午前１０時～
『ふれあいフレンドパーク実行委員会』１０月３１日（水）午後６時～
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０-７５２１

【日

時】１１月 ２日（金）｢いろいろいろ 絵の具遊び」
１１月 ９日（金）「親子で楽しく運動あそび」
１１月１６日（金）「音をたのしもう」
１１月３０日（金）｢親の学習(ほめ方しかり方について考えましょう)｣
１２月 ７日（金）「親子調理」
【時 間】午前１０時～１１時３０分
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 他
【対象者】２・３歳児とその保護者 ２０組
【講 師】NPO 法人 子育てサポーター・チャオのみなさん
【内 容】一緒に身体を動かして遊んだり、料理を作ったりしながら親子の
コミュニケーションを図ります。
【参加費】親子１組あたり７００円（材料費・調理時の保険料として）
※子ども２名参加は１，３５０円
【申込み】１０月１２日（金）
午前９時から９時１５分の間に、参加費を添えて出羽地区センターへ
お申込みください。※９時１５分の時点で定員に満たなかった場合は、
先着順で受け付けます。（電話可）
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

出羽公園内の花壇にパンジーを植える花植えボラン
ティアを募集します。事前の申し込みは必要ありませ
んので、当日直接お越しください。当日は、作業後に
おいしいカレーライスを用意します。多くの皆様のご
参加をお待ちしています!!
【日

時】１０月２７日（土） 午前１０時～
予備日：１１月３日（土）
【会 場】出羽公園内「ふれあい花壇」
（武蔵野線側花壇）
【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）
※チューリップフェスタに向けた、
作業ボランティアも随時募集して
います。ぜひお問い合わせください。

地区対抗グラウンド・ゴルフ大会
【開 催 日】１０月１３日（土）
予備日：１０月２０日（土）
【開 会 式】午前９時
【会
場】越谷市総合公園 多目的運動場

中央大会
【開 催 日】１１月４日（日）※少雨決行
予備日：１１月１１日（日）
【入場行進】午前８時３０分
【開 会 式】午前９時
【会
場】しらこばと運動公園競技場

出羽駐在所は、開所から既に３９年が経過し、施設の老
朽化が著しく、本来必要な駐在所機能が充足されていない
状況にあります。そのため、現在の場所に建替えを行い、
平成３１年春に地域の皆様の利便性を十分に考慮した新駐
在所に生まれ変わります。
工事期間は、本年１０月頃から来年２月頃までの４ヶ月
間となります。この間、出羽駐在所を一時的に閉鎖するこ
ととなり、地域の皆様にはご心配をおかけしますが、近隣
の赤山交番に警察官を増強配置するとともに、パトカー等
によるパトロールを強化して、出羽駐在所管内の事件事故
に対応します。
越谷警察署では、安全で安心して暮らせるまちづくりに
向けて、全力で取り組んでいます。地域の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。
【問合せ】越谷警察署地域課 ☎９６４－０１１０

【日

時】平成３０年１１月１０日（土）
午後１時３０分～３時３０分
【会 場】出羽地区センター「学習室 A」
【対象者】市内在住の方
【定 員】２０名
【参加費】１作品につき１，０００円（材料費）
【持ち物】筆記用具、ハサミ、持ち帰り用袋
ウエットティッシュ

【日

時】平成３０年１２月８日（土）
午後１時３０分～３時３０分
【会 場】出羽地区センター「工作工芸室」
【対象者】市内在住の方
【定 員】２０名
【参加費】２，５００円（材料費）
【持ち物】筆記用具、ハサミ又はニッパー
木工用ボンド、持ち帰り用袋

【日 時】１０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
【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

【講 師】宮平 広美 氏・青木 雅子 氏
【申込み】１０月１３日（土）午前９時から９時１５分の間に、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。※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
出羽地区センターでは、月～金曜日（祝日は
に満たなかった場合は、１３日（土）の午前１０時３０分から先着順で受け付けます。
除く）の 8:30～17:15 及び第１日曜日の 9:00
（ハーバリウム：１１月６日（火）まで クリスマスリース：１２月１日（土）まで）
～16:00 に証明書発行業務（住民票の写し、印
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１
鑑登録証明書、戸籍謄本/抄本）を行っています。

ハーバリウムって何？

どうぞご利用下さい。

ハーバリウムとは、専用のオイルに浸すことで、みずみずしい状態で
お花や植物を観賞できる植物標本のことです。

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

～冬のオシャレはやっぱりきもの。年末年始のご挨拶や成人式に、
普段着のように気ままに自分で着られたら…と思いませんか？～
【日 時】１１月２６日（月）、１２月３日（月）、１２月１０日（月） 午前１０時～正午 <全３回>
【会 場】出羽地区センター 和室２
【講 師】小野寺 邦子 氏
【対象者】全日程参加できる市内在住の女性 １０名
【参加費】無料
【持ち物】きもの、すそよけ、肌襦袢、長襦袢、ひも４本、名古屋
帯、帯揚げ、帯板、帯枕、帯締め、伊達締め２本、足袋
【申込み】１１月５日（月）午前９時から電話、もしくは電子申請で右記へ
お申し込みください(先着順）。
（パソコン電子申請用 ＵＲＬ）
※携帯電話からは、右記のＱＲコードをご使用ください。
https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8356

【問合せ】出羽地区センター

☎９４０－７５２１

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 １０月
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(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(土)

【市民課開庁日】9：00～16：00
一般野球秋季大会②
8 (月) 【休業日】体育の日

7 (日)
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19

(火)
(水)
(木)
(金)
(土) 市民体育祭グラウンド・ゴルフ大会
(日) 出羽地区敬老会（けやき荘）
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)

【申込み】１０月１１日（木）午前９時から９時
時】１１月８日（木）
１５分の間に、直接出羽地区センター
午前９時～午後４時（予定）
にお申し込みください。
【見学先】建築技術展示館（千葉県松戸市）
※９時１５分の時点で定員を超えた
千葉県西部防災センター（千葉県松戸市）
場合は抽選を実施します。定員に満た
【対 象】市内在住の２０歳以上の方
なかった場合は、１０月２５日（木）
市民体育祭グラウンド・ゴルフ大会 予備日
【定 員】２０名
まで先着順で受け付けます（電話可）。 20 (土) 出羽ふれあいフレンドパーク 部門別会議
【参加費】無料（昼食代は各自負担となります。） 【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１
【日

【日

21
22
23
24
25
26
時】１１月１５日（木）、２２日（木） 27
午前９時３０分～１１時３０分
28
29
場】出羽地区センター 多目的ホール
容】介護予防に関する口腔ケア・食生 30
活・体力アップのポイントについて 31

(日)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(月)
(火)
(水)

就労訓練（パン販売）
出羽地区秋季グラウンド・ゴルフ大会
出羽地区秋季グラウンド・ゴルフ大会 予備日
出羽公園パンジー花植え

スタントマンが交通事故を
【会
再現し、事故の恐ろしさを体
【内
感することで、交通事故の危
出羽ふれあいフレンドパーク実行委員会
険性や交通ルール遵守の重要
【対 象】市内在住の６５歳以上で運動制限が
性を強く認識させる交通安全
ない方 ４０人（先着順）
※【休業日】は職員が不在となり、施設
教室を開催します。
管理人が待機します。施設の貸出しは
【参加費】無料
ぜひ皆様でご見学ください。
通常どおり行います。
【持ち物】筆記用具、運動のできる服装、運動
※地区センターでは、自治会の運営や
【日 時】１１月 8 日（木）１５：００～１６：００
靴、飲み物、汗拭きタオル
近隣関係等コミュニティに関する相
【会 場】西中学校校庭（雨天時見学中止）
【申込み】１０月１０日（水）から直接下記へ
談等をお受けします。
【対 象】荻島･出羽･北越谷地区住民 ※要事前申込み
お申込みください（電話可）。
詳しくは出羽地区センターまで。
（１１月１日（木）までにグループでお申込ください。） 【問合せ】地域包括総合支援センター
☎９４０-７５２１
【申込み】くらし安心課 ☎９６３－９１８５
☎９６３－９１６３

