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令和元年 

月
No.４６９

パチンコ千成 髙元建設㈱ JA 越谷市 医療法人 秀峰会 

観照院 ㈲三協商事 ㈱山鉄 ㈱水谷工務店 

㈱福祉葬祭 ㈱中新造園 ㈲中村塗装 ムサシノ工業㈱ 

㈱セラントラベル 明治神宮崇敬会 ㈱サンエー緑化 ㈲村山商会 

㈱曙運輸 旭商事㈱ 葵の園・越谷 ㈱太陽建設工業 

パンマルシェ 南埼コンクリート㈱ ㈱忠保 ㈲セキ製作所 

三星化学工業㈱ ㈱エヌ企画 ㈲タナカベンド ㈲興和製作所 

魚伸 ㈱櫻井建材店 ㈲平澤興業 ㈱福井洋樽製作所 

浅古建設㈱ 越谷くるみ幼稚園 野口電気工事㈱ ㈱丸友建設 

迎攝院 介護老人保健施設 とまりや ㈱鈴木組 松沢幼稚園 

松沢保育園 アルファクラブ武蔵野㈱ ㈱東武園芸 ㈲銀のすず 

㈱金時米菓 ㈱ハッピークリーン いしいのそば ㈲ヒルタ興業 

㈱越谷タクシー 特別養護老人ホーム えくぼ ㈲坂膳 アサヒ産業㈱ 

㈱サンエム ㈲林建設工業 ㈱コーウン流通 すがの歯科 

居彩家 琴 ㈲田中水道工業所 ろばた焼 古潭 とんでん越谷店 

コイケ測量設計事務所 サイクルショップ オカノ 鈴木板金工業所 東昭㈱ 

三喜鮨 スタジオメケアロハ  神明町二丁目自治会 松沢 邦翁 

金子 繁雄 名倉 雄作 長柄 幸聖  
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「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０１９」が、３月３１日（日）

出羽公園で開催されました。 

今年は１週早い開催となりましたが、フェスタ当日は、地区内外から多くの

人が訪れ、６万本のチューリップを楽しんでいただきました。フェスタ会場で

は、自治会や小中学校をはじめとする地域の各種団体等が育てたチューリップ

による巨大チューリップガーデンのほか、ステージでの踊りや演奏、大道芸人

によるパフォーマンス、さらに、ふれあい動物園やミニ新幹線、地域防災体験

コーナーなど多くの催しが行われました。 

３月２５日（月）からの観賞期間を含め、約６万５千人の来場者があり、

子どもからお年寄りまで多くの人が楽しめたイベントとなりました。 

<チューリップデザインコンテストを実施> 
各自治会および小・中学校が育てたチューリップのデザインコンテスト

を実施しました。審査結果は次のとおりです。 

☆自治会連合会会長賞 七左町８丁目 

☆ 推進協議会会長賞 宮本小学校

☆総務・防災部会長賞 大間野小学校

☆ 松葉・大関団地 

ワコーレ越谷

☆文化伝承部会長賞   谷中連合 

☆健康福祉部会長賞 大間野町１丁目 

大間野町２丁目・大間野町４丁目 

☆ｱｸﾞﾘｺﾐｭﾆﾃｨ部会長賞     宮本町１丁目・宮本町２丁目第１ 

                宮本町２丁目第２ 

越谷市赤十字奉仕団から募金のお礼 
このたび「出羽チューリップコミュニティフェス

タ２０１９」の会場内において募金活動をさせてい

ただきましたところ、合計５７，２７３円の募金が

集まりました。 

この募金は、日本赤十字社に納入し、国内外の赤

十字災害義援金として有効活用させていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

チューリップを育てていただいた地域の皆さんを

はじめ、自治会、スポーツ・レクリエーション団体、

各種サークル、地区内小・中学校、高等学校、協賛

企業・団体の皆さんのご協力のおかげで、「出羽チュ

ーリップコミュニティフェスタ２０１９」を盛況に

開催することができました。また、会場内において

募金活動をさせていただきましたところ、６２，５

９２円の募金が集まりました。この募金は、来年度

のチューリップ育成のために活用させていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

※敬称略・順不同

http://pcnet-koshigaya.net


出羽地区カレンダー ５月

1 (水) 【休業日】即位の日 

2 (木) 【休業日】国民の休日

3 (金) 【休業日】憲法記念日

4 (土) 【休業日】みどりの日

5 (日) 市民課開庁日 【9 時～16時】
スポ・レク総会 

6 (月) 【休業日】振替休日 

7 (火)

8 (水)

9 (木)

10 (金)

11 (土) 公運協総会・コミ協総会 

12 (日)
出羽地区ビーチボール大会 
一般野球春季大会② 
少年野球春季大会①（出羽小）

113 (月) 就労訓練（パン販売） 

14 (火)

15 (水)

16 (木)

17 (金) 第 70 回越谷市民ゴルフ大会 

18 (土)

19 (日) 少年野球春季大会② 

20 (月)

21 (火)

22 (水)

23 (木)

24 (金)

25 (土)

26 (日) 少年野球春季大会予備日 

27 (月) 就労訓練（パン販売） 

28 (火) グラウンドゴルフ夏季大会 

29 (水)

30 (木) グラウンドゴルフ夏季大会予備日

31 (金)

【日 時】５月１２日（日） 

受付：午前８時４５分 開会式：午前９時 

【会 場】西体育館  【参 加 費】１チーム ５００円 

【対 象 者】市内在住の中学生以上の男女 

※申し込みはチーム単位とします。 

※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。 

【申 込 み】５月７日（火）までに参加費を添えて出羽地区センターへお申し込みください

（電話可）。※参加チームは下記の代表者会議に参加してください。 

【代表者会議】５月９日（木）午後７時 出羽地区センター 地域活動会議室 

【チーム編成】①チームは４名以上６名以内で、チーム内に、主将１名をおく。（選手兼任可）

②男女の内訳は自由。ただし、試合のコート上には必ず女性が２名以上入って

いること。（男子４人または男子 3人女子 1人でのプレイは×） 

【表 彰】優勝・準優勝・第３位・参加賞 

【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 

【主  催】出羽卓球連盟   

【日  時】５月２６日（日）午前９時集合  

【会  場】西体育館 

【参加資格】出羽地区在住・在勤・在部・その紹介者 

【競技方法】・ラージボール３人１組のスリーダブルス

団体戦 

      ・３，４，5チームの予選リーグ戦後、 

上位下位に別れての決勝リーグ戦 

・組合せ等は当日抽選（申込み人数により、

試合内容等は主催者が決定します。） 

【参 加 費】１人 ７００円  

※ 大会当日、お支払いください。 

【申 込 み】５月１７日（金）までに出羽地区センター

（☎９４０-７５２１）へお申し込みくだ

さい。受付時間は午前８時３０分～午後５

時１５分（祝日は受付不可）  

【そ の 他】 ※昼食等は各自でご用意ください。   

※ラケットは当日、お貸し出来ます。

【日 程】 

６月１２日(水) 「カズーをならそう」 

６月１９日(水) 「新聞紙であそぼう」 

６月２６日(水)
親の学習「話そう！イヤイヤ、

困ったの上手なつきあいかた」

７月 ３日(水) 親子学習「楽しくクッキング」

７月１０日(水) 「魚つりに行こう！」 

【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】１歳半から３歳児までとその保護者２０組 

【講  師】子育てサポーター“チャオ” 

【参加費】親子１組 ７００円 

（子ども２名参加は１，３５０円）

【申込み】５月１５日（水）午前９時～９時１５

分の間に、参加費を添えて直接下記へ

お申し込みください。 

※午前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。

【問合せ】出羽地区センター 

       ☎９４０-７５２１ 

※【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。 

※ 出羽地区センターでは、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】５月１３日（月） 
 ５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

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 

オレオレ詐欺などの特殊詐欺があとを絶ちま

せん。警察官や銀行職員を偽って電話をかけ「キ

ャッシュカード」や「現金」をだまし取る手口

が急増。「元号が変わったためカードの交換が必

要」「還付金がある」などの言葉に注意してくだ

さい。 

詐欺に遭わないためには・・・ 

○まずは本人・家族に確認しましょう 

○在宅時も留守番電話を利用しましょう

【問合せ】 

越谷警察署 ℡964-0110

越谷市立消費生活センター ℡965-8886 

【日 時】６月２４日（月）、７月１日（月）  

午前１０時～正午（全２回） 

【対象者】全日程参加できる、市内在住の女性 

【参加費】無料   

【定 員】１０人   

【持ち物】ゆかた、下着、ひも３本、帯、帯板 

※下着は本来「すそよけ」と「肌襦袢」

ですが、「膝丈スパッツ」 

と「タンクトップ」で 

も可。 

【申込み】５月２０日（月）から、 

電話又は直接出羽地区セ 

ンターへお申し込みくだ 

さい（先着順）。 

【問合せ】出羽地区センター 

       ☎９４０-７５２１ 

出羽地区内少年野球チームの

引退する６年生で編成されたオ

ール出羽と宮本ヤンキースの低

学年が３月３日(日)～３月３１

日(日)に開催された東武杯争奪

少年野球大会で優勝しました。


