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【日 時】３月１０日（日） 午前９時～１２時 

【会 場】出羽地区センター 工作工芸室 

【講 師】河上 繁 氏（出羽地区コミュニティ推進協議会会長） 

【対象者】市内在住の小学生以上の方 １６名 

     （※小学生は保護者同伴とします） 

【参加費】１，５００円 【持ち物】軍手、工具（お持ちの方） 

【申込み】２月９日（土）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にお越しくださ

い。※９時１５分の時点で定員を超えた場合は抽選

を実施します。定員に満たない場合は、３月３日（日）

まで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 

ユニカールは、子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯スポーツです！  
試合前に簡単な説明と講習会を行いますので、初めての方も安心して 
ご参加いただけます！ 

【日 時】３月１７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 
【対象者】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、申し込みはチーム単位とします。 
なお、チームに１人以上の大人（２０歳以上）を入れるものとします。 

【参加費】１チーム ６００円（申し込み時） 【持ち物】運動靴 
【申込み】３月８日（金）までに出羽地区センターにお申し込みください。 
【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 

  

  

１月１３日（日）文教大学にて、新成人２６１名が参加して｢越谷市出羽・
荻島地区成人式」が開催されました。 
地域の実行委員の皆様のご尽力と、新成人委員の努力も実り、成人への門出

を祝福するにふさわしい、大変心のこもった式となりました。 
なお、市内１１会場で成人式が行われ、合わせて２，５５８名（出席率７３．

６％）の新成人が出席しました。 

 

 

 

  

いけばなの根源 華道家元「池坊」の講師による 
本格的ないけばな講座を初心者対象に開講します!! 

【日 時】３月１６日（土）、 

３月２３日（土）（全２回） 

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 

【講 師】櫛引 秀香 氏 

（池坊埼玉支部） 

【対象者】市内在住の方 ２０名 

【参加費】１，６００円 

（２回分材料費） 

【持ち物】花器（いけばなを生けられる 

深皿等）、花切り用はさみ、 

剣山、ビニールのふろしき、 

新聞紙（朝刊１日分） 

【申込み】２月９日(土)午後１時３０分～１時４５分の間に、参

加費を添えて、直接出羽地区センターにお越しくださ

い。※１時４５分の時点で定員を超えた場合は抽選を

実施します。定員に満たなかった場合は３月９日（土）

まで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 

～平成３０年度越谷市成人式に欠席された方へ～ 
記念品の受け取りをご希望される方は、成人式案内ハガキを持参のうえ、３月３１日 
までに対象地区の公民館または生涯学習課（平日のみ）にお越しください。 
（対応可能時間：8:30～17:15） 【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 

 

設計から完成までの過程を自分で楽しめる 

ＤＩＹ教室を開講します!! 

今回は持ち運びができる組み立て式の棚を作ります!! 

 

http://pcnet-koshigaya.net/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
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 ２月 

1 (金)  

2 (土)  

3 (日) 
市民課開庁日【9:00～16:00】 
出羽地区自治連新春懇親会 

4 (月)  

5 (火) 家庭教育学級① 

6 (水) 
家庭教育学級② 
女性セミナー④ 

7 (木) 家庭教育学級③ 

8 (金)  

9 (土)  出羽キッズイングリッシュ① 

10 (日)  出羽公園ふれあい花壇除草作業 

11 (月) 【休業日】 建国記念の日 

12 (火) 出羽シルバースクール① 

13 (水) 
市・県民税の申告出張受付 9:00～15:30 
女性セミナー⑤ （館外学習） 

14 (木)  

15 (金)  

16 (土) 
 出羽キッズイングリッシュ② 
普通救命講習会 

17 (日)  出羽公園ふれあい花壇除草作業（予備日） 

18 (月)  

19 (火)  出羽シルバースクール② 

20 (水)  

21 (木)  

22 (金)  

23 (土)  

24 (日) 初歩のフラダンス教室① 

25 (月) 就労訓練（パン販売） 

26 (火) 出羽シルバースクール③ 

27 (水)  

28 (木)  

※【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 

見つけよう！あなたの生涯学習 
広げよう！豊かな学びの輪 

 ～やってみて はじめてわかる 学びのおもしろさ～ 

【日 時】２月２４日（日） 

午前１０時～午後３時 

【会 場】越谷市中央市民会館及び周辺 

【参加費】無料 

※詳しい内容は、平成３０年１２月１５日発

行の生涯学習メニュー「ＴＲＹ」（広報こしが

や季刊版に折り込み）、広報こしがやお知らせ

版２月号及び市ホームページをご覧くださ

い。 

【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 

３月３１日（日）出羽公園で「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０１９」 
を開催します！あなたもボランティアスタッフとなって、一緒にフェスタを盛り 
上げてみませんか？  

【内 容】２月１０日（日）出羽公園ふれあい花壇の除草作業 

・七左ヱ門川の清掃作業 

３月２４日（日）出羽公園へのチューリップの搬入 

         ３月３１日（日）当日スタッフ    

【申込み】随時募集しております。下記までお気軽にお問合せ下さい。 

【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】２月２５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 

癒しのハワイアンミュージックに乗って、あなたも踊ってみませんか？フラダン
スでココロもカラダも若々しく、健康になりましょう！ 

 

 

★市政モニターとは？ 
市民各層の中から 20 名（定数）を市長が委嘱

（任期１年）します。アンケートや懇談会、研修
会、施設見学会等を通じて要望、提言などを把握
し、市政に反映するとともに将来の施策に役立て

ていくものです。 
 
【応募資格】満１８歳以上（平成３１年４月１日現 

在）の市内在住の方 

※公務員、市政モニター経験者は除く 
【任  期】委嘱した日から２０２０年３月３１日まで 
【謝  礼】年１２，０００円 

【募集人員】２０人。定員を超えた場合は選考。 
結果は４月上旬に全員に通知します。 

【応募方法】住所・氏名（ふりがな）、生年月日、電話 

番号、応募理由（70 字程度）を記入のう 
え、はがき、電子メール（市のホームペ 
ージに入力欄があります）で、３月４日 

（月）までに広報広聴課へ。 
【問 合 せ】広報広聴課 ☎９６３－９１１７ 

【日 時】２月２４日（日）、３月３日（日）午前１０時～１１時３０分 
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 
【対象者】３歳以上の市内在住女性（親子での参加も可）２０名 
【講 師】斉藤 良枝 氏（アカハイフラ）  【参加費】無料 
【持ち物】タオル、飲み物（水分補給用）    【服 装】Ｔシャツなどの動きやすい服装 
【申込み】電話もしくは電子申請にてお申込みください。（先着順） 
（パソコン電子申請用 ＵＲＬ）※携帯電話からは、右記の二次元コードをご使用下さい。 
https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?temp

Seq=9291 
【問合せ】出羽地区センター ☎ ９４０－７５２１ 
 

市では、公共施設の今後のあり方に関する基本的な方向性について定めた「公共施設等総

合管理計画」に基づき、施設用途分類別の具体的な方向性を示す「アクションプラン」を策

定するため、検討を行っております。 

 このたびアクションプランの素案を作成しましたので、概要の説明及び施設の方向性に関

する意見交換を行います。ぜひご参加ください。 

【日 時】３月５日（火）午後７時～  【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【対象者】市内在住の方 

【内 容】（１）アクションプラン（素案）の概要説明 

（２）出羽地区における公共施設についての意見交換 

【申込み】３月２日（土）までに氏名・住所・電話番号を電話・メールにて公共施設マネジ 

メント推進課にお申込みください。 

【問合せ】公共施設マネジメント推進課 ☎９６３－９１２４ E-mail：komane@city.koshigaya.lg.jp 

 


