
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】

平成３０年 

月
No.４６４

回 日 程 内    容 講   師 

① 1月16日（水）
水引工芸講座 

「水引でブローチを作ろう」 

出羽曙水教室講師

下田 トミ江 氏 

② 1月23日（水）
心理学講座 

「より良い睡眠のための心理学」

睡眠健康指導士 

不破 清美 氏 

③ 1月30日（水）
トーンチャイム講座 

「楽譜が読めなくても皆で楽しく演奏します」

リトミック講師

佐藤 美奈子 氏 

④ 2月 6日（水）
太極拳 

「深い呼吸に合わせて行う運動で心身共に健康に」

健康太極拳師範

青木 茂登子 氏 

⑤ 2月13日（水）

館外学習 

○FANCL 美健千葉工場 

○造幣局さいたま支局（予定）

※温かい服装でご参加

ください

※日時・内容は予告なく変更する場合があります。
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【日 時】平成３１年１月１３日（日） ＜受付＞ 午後１時３０分～  ＜式典＞ 午後２時～ 

【会 場】文教大学１３号館 １３１０１教室 (車での来場はご遠慮ください）  

【対象者】平成１０年４月２日～平成１１年４月１日に生まれた方 

（案内状は、１１月１日現在、市内に住民登録している方に、１２月上旬に郵送いたします）

【共 催】越谷市 越谷市教育委員会 出羽・荻島地区成人式実行委員会 

【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３  出羽地区センター・公民館 ☎９４０－７５２１

平成３０年度の越谷市成人式は、地域の皆さんとともに開催いたします。「出羽・荻島地区成人式」は文教大学を会場に実施
いたします。成人式は、大人の仲間入りをする大切な節目です。式典終了後に、新成人の皆さんによる手づくりの催し物も企
画しておりますので、ぜひご参加ください。

出羽地区 上位５名の選手
   （グロス）

須田 政孝さん ８１
三ツ木良夫さん ８４
池ノ谷 実さん ８４
中村 清一さん ８４
池田  孝さん ８４

１０月２７日（土）、出羽地区コミュニ

ティ推進協議会では、自治会を中心とし

たボランティアの皆さんと、武蔵野中学

校の生徒の皆さん約２５０名の協力によ

り、パンジーの花植えを行いました。 

生徒のデザインした「えがお花さく出

羽」の文字が、パンジーの花で見事に飾

られています。ぜひ足をお運びください。

【講座の日程と内容】

【時 間】午前１０時～正午（⑤館外学習はほぼ１日） 

【会 場】出羽地区センター・公民館（第５回を除く） 

【対象者】市内在住の女性２０名 

※基本的にすべての回に参加できる方が対象です。

【参加費】１，５３０円 

（水引工芸講座材料費＋館外学習昼食代等）

【持ち物】（第１回）なし 

（第２回）筆記用具 

（第３回）あまり装飾のない服装で 

（第４回）動きやすい服装、飲み物（水分補給用）

【申込み】１２月１２日(水)午前１０時～１０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（申込み多数の場合は抽選となり

ます）。定員に達しなかった場合は、１２日の午

前１１時より先着順で受け付けます（電話可）。 

※申込にはご本人が直接お越し下さい。（代理申込み不可） 

【問合せ】出羽地区センター・公民館 ☎９４０－７５２１ 

≪団体の部≫ 
優 勝 大相模 401
準優勝 出 羽 417
第 3 位 蒲 生 421

【日 時】 

１１月９日（金） 

【会 場】 

紫あやめ 

３６東コース 

【日 時】１２月２６日（水） 

会 場  午前の部：【開場】午前９時４５分 【開演】午前１０時１５分会 場  

午後の部：【開場】午後１時１５分 【開演】午後２１時４５分 

【会 場】越谷コミュニティセンター 小ホール 

【定 員】各回４９０名 

【申込み】１２月３日（月）午前９時から①または②の方法で申込み 

①下記のＱＲコードより電子申請にて申込み（１家族につき４名まで申請可） 

②出羽・蒲生・南越谷・川柳の４地区センター・公民館の窓口で整理券を配布

    ※注１ 未就学児に関しては、席の確保が必要な場合は参加人数に含めて申請してください。 

※注２ 市のホームページからも電子申請のページにアクセスできます。 

【入 場】無 料  ※無断の撮影等は固く禁じます。 

【協 力】出羽･蒲生･南越谷･川柳４地区の子ども会育成連絡協議会 

午 前 の 部 午 後 の 部

http://pcnet-koshigaya.net


日   時 内          容 

１月 ８日（火）

10:00～12:00

テーマ：「近代医学の基礎を築いた人々」 

講 師：大熊 照夫 氏（映画監督） 

１月１５日（火）

10:00～12:00

テーマ：「子どもの人権 ～地域社会の役割～」 

講 師：野口 淳一 氏（人権擁護委員・元鳩ヶ谷市教育長） 

１月２２日（火）

10:00～12:00

テーマ：「障がい者の人権 ～人権ってどんなもの～」 

講 師：高野 淑恵 氏（越谷市障がい者相談員） 

１月２９日（火）

10:00～12:00

テーマ：「高齢者の人権 ～誰でもいつでも居場所がある事～」 

講 師：西川 ハンナ 氏（創価大学文学部准教授・社会福祉士）

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 １２月

1 (土)

2 (日)
【市民課開庁日】 9:00～16:00 

 市民体育祭 市内駅伝競走大会 

自治会長会議

3 (月) きもの着付け講習会② 

4 (火)

5 (水)

6 (木) 冬のそば打ち講習会① 

7 (金) 親子ふれあい学級⑤ 

8 (土)  フラワ－アレンジメント教室 

9 (日)  さいたま国際マラソン

10(月)
きもの着付け講習会③ 
就労訓練（パン販売） 

11(火)

12(水)

13(木) 冬のそば打ち講習会②

14(金)

15(土)

16(日) 市民体育祭 市内駅伝大会（予備日）

17(月)

18(火)

19(水)

20(木) 冬のそば打ち講習会③

21(金)

22(土)

23(日) 天皇誕生日 

24(月) 【休業日】振替休日

25(火)

26(水) 冬休み子ども名作映画会

27(木) 冬のそば打ち講習会④

28(金)

29(土) 【休所日】年末年始のため

30(日) 【休所日】年末年始のため 

31(月) 【休所日】年末年始のため

※【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。 

※【休所日】は、施設の貸し出しを含め
 た全ての業務が休みになります。施設
管理人も不在となります。 

※ 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 

【日時･内容】下記日程表のとおり 【会 場】出羽地区センター・公民館 学習室Ａ 

【対 象 者】市内在住者 40 名 

【申 込 み】１２月４日(火)から１２月２５日(火)までに出羽公民館へお申し込みください（電話可）。 

【日 程 表】 

【地区対抗種目 成績（Ｂブロック）】 
大玉ころがしリレー 第 4 位  子ども玉入れ 第 6 位 

二人三脚競争リレー 第 1 位  紅白玉入れ   第 5 位 
地区対抗リレー 第 3 位  

１１月１8日（日）に「平成 30年度 出羽ふれあいフレンドパーク ～第４5 回出羽公民館まつり～」

が開催されました。今年も演出、展示、コミュニティの各部門にて、地域のみなさんの活動成果の発表

などが行われた他、越谷北高校書道部とマリンバデュオＲｈｙｍｅ”さんが共演し、マリンバ演奏に合

わせた「書道パフォーマンス」も行われ、多くの来場者でにぎわい大変盛り上がりました。 

今や越谷の春の風物詩となった地域の一大イベ

ント「出羽チューリップコミュニティフェスタ」。

出羽公園が巨大チューリップガーデンに生まれ変

わるまで、あと４か月です。

そこで、今年もチューリップの栽培に協力してくれる

方を募集します。育てていただいたチューリップは巨大

チューリップガーデンを飾る大切な１本１本になりま

す。ぜひ、ご協力ください。

心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の正しい使い方などについ
て学びます。

【対象者】出羽地区を愛する人 

【申込み・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 

【日 時】１２月１０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

【日 時】平成３１年２月１６日（土） 
     午後１時３０分～４時３０分 
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【参加費】無料 
【対象者】出羽地区在住の中学生以上 ３０名 
【持ち物】筆記用具（動きやすい服装） 

※再講習の方は、申込みと併せて「救命
講習修了証」カードを持参してくださ
い。 

【申込み】１２月８日(土)から１月２６日(土)まで
に下記へお申し込みください（電話可）。

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

１１月４日（日）しらこばと運動公園競技場で「第６３回市民体育祭中央大会」が開催されました。 

出羽地区はＢブロック第３位という成績でした。選手、役員の皆さま、大変お疲れ様でした！ 

また、応援いただきました皆さま、ご協力ありがとうございました！ 

※内容は、変更になる場合もあります。

【問 合 せ】出羽地区センター・公民館 ☎９４０－７５２１ 生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 


