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今年も納涼大会の季節がやってきました！ナイアガラ、打上花火、キャンプファイヤーやお楽しみ抽選会も行います。楽しい夏祭り！みんな出羽公園へＧＯ！
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お楽しみ抽選券販売開始
『みんなであそぼ』（子育連）
たのしいゲームがあるよ！
ちびっ子のみんな、あつまれ！
和太鼓「舞」／龍虎太鼓
民踊（民踊クラブ）
フラダンス（アカハイフラ）
セレモニー
よさこいソーラン（出羽小学校）

※ お楽しみ抽選券の販売は午後４時から
です(売り切れになり次第終了します)。
※ 公園の駐車場には限りがあります。
車でのご来場はお控え下さい。
※ 雨天の場合は、７月２8 日（日）に順

バンド演奏（越谷西中アランナイ）

キャンプファイヤー点火
みんなで踊ろう！
お楽しみ抽選会
打上花火・ナイアガラ
終了予定

※予定は予告なく変更となる場合があります。

延となります。

◆出羽公園近隣にお住まいの皆様へ◆
納涼大会に伴い、騒音や交通渋滞等のご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
出羽地区納涼大会実行委員会

【日 時】６月 ２日（日） 【会 場】江戸川広域運動公園
【 大会結果】＜男子チーム＞ Ａブロック １回戦敗退 ＜女子チーム＞Ａブロック 第４位

【日 時】６月２３日（日） 【会 場】越谷市立総合体育館
【 大会結果】＜卓球＞ Ｂブロック 第２位
＜ビーチボール＞（地区対抗の部）
第８位
（部門別・40 歳以上混合チーム）第３位

選手・役員の皆さん、応援に駆け付けてくださった皆さん、大変お疲れさまでした!!

【日

【会
【定
【申

【入
【主
【協

【日

時】８月１８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】７月６日（土）〜８月１０日（土）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）

時】 ７月２５日（木）
午前の部：午前 ９時３０分 開場 午前１０時００分 開演
午前１１時４０分 終演（予定）
午後の部：午後 １時３０分 開場 午後 ２時００分 開演
午後 ３時４０分 終演（予定）
場】越谷コミュニティセンター(サンシティホール) 小ホール
員】各回４９０名
込】７月６日（土）午前８時３０分より①または②の方法で申込み
①右記のＱＲコードを読み込み電子申請にて申込み（１家族につき４名まで申請可）
②蒲生・出羽・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。
場】無料 ※無断の撮影等は固く禁じます
催】出羽・蒲生・南越谷・川柳公民館
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

もうすぐ楽しい夏休み！工作の宿題は大丈夫かな？夏休み工作教室で地域のみなさんと片付けましょう!!
【日 時】８月１０日（土） 午前９時３０分〜１１時３０分
【会 場】出羽地区センター 団体活動室・地域活動会議室・工作工芸室
【対象者】市内在住の小学生（保護者及びおとなも可） 【参加費】無料
【申込み】７月１３日（土）午前９時から地区センターに電話で、もしく
は右記のＱＲコードからお申し込み下さい（先着順）。
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０−７５２１
〜教室一覧〜
①水引工芸 教室 【定員】１０名 水引を使ったストラップなどを作ろう！
②帽子の壁掛け 教室 【定員】１０名 壁に掛けて飾れるミニ帽子を作ろう！
③布の花ブローチ 教室【定員】２０名 布を花の形に貼ったブローチを作ろう！
④竹とんぼ教室 【定員】１５名 竹で竹とんぼを作ろう！
⑤竹細工（水鉄砲）／ペットボトルかざぐるま／びんアート 教室 【定員】２０名
水鉄砲をつくります。また、びんを飾ってペン立てを作ったり、ペットボトルでかざぐるまも作れるよ！
※参加したい教室を１つお選びください。
材料に余りがある場合は、当日他の教室にも参加できる場合があります。

毎 年恒例のサマーカップ卓球大会は、今年をもち
まして終了させていただきます。
なお、今年はフィナーレとしまして講習会、親
睦試合を下記の要項にて開催します。
【日 時】７月２５日（木）、８月１日（木）、
【日 時】８月４日（日） 午前８時３０分集合
８日（木）、２２日（木）
【会 場】越谷市立西体育館
午前９時３０分〜午後１時 （全４回）
講習会
【会 場】出羽地区センター 調理室
参加資格 出羽地区の小学生、中学生
【対象者】市内在住の１８歳以上の方
２０名
時
間 午前９時〜１１時３０分
【参加費】２,２００円
参 加 費 無料
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル２枚、
親睦試合
お土産で持ち帰るおそばを入れるパック
参加資格 出羽地区在住・在勤・在学・紹介者
【申込み】７月４日（木）午前９時〜９時１５分の間
種
目 ４０mm、ラージボール
に、参加費を添えて直接出羽地区センター
抽選によるダブルス
時
間 午前９時〜（午前中予定）
へお越しください。※９時１５分の時点で
参 加 費 ７００円
定員を超えた場合は抽選となります。定員
【申込み】７月２０日（土）午後５時までに出羽
に満たない場合は、７月１８日（木）まで
地区センターへ（電話可）。参加費は大
先着順で受け付けます（電話可）
。
会当日に受付でお支払いください。
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０−７５２１
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０−７５２１

時】７月 8 日（月）
７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
【日

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 ７月

1 (月)
2 (火)
3 (水)
4 (木)
5 (金)
6 (土)
7 (日)
8 (月)
9 (火)
10(水)
11(木)
12(金)
13(土)
14(日)
15(月)
【日 時】８月３０日（金） 午前９時〜午後１時
16(火)
【会 場】出羽地区センター 調理室及び学習室Ａ
17 (水)
出羽地区センターは、下記のとおり、選挙の投
18(木)
【対象者】小学校３〜６年生 ２４名
票所となるため、臨時休館となります。
19(金)
【参加費】６００円（材料費・保険代）
20(土)
【参議院議員通常選挙】
【 メニュー】カツカレー、野菜サラダ、フルーツ寒天
21(日)
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、タッパー、筆
７月２０日（土）正午〜２１日（日）終日
22(月)
記用具
【埼玉県知事選挙】
23(火)
８月３日（土）午前９時から９時１５分まで
【申込み】
８月２４日（土）正午〜２５日（日）終日
に、直接出羽地区センターにお申し込みくだ 24(水)
地区センターの利用受付、図書貸出し・返却、
さい。※９時１５分の時点で定員を超えた場 25(木)
学校体育施設の鍵の貸出し・返却、印刷機使用等
合は抽選を実施します。定員に満たない場合 26(金)
はできませんので、ご了承ください。
は、８月３日（土）の午前１０時から先着順 27(土)
【問合せ】出羽地区センター
で受け付けます（電話可）。
28(日)

☎９４０−７５２１

【問合せ】出羽地区センター

☎９４０−７５２１

市では、地区のスポーツ・レクリエーション団体を対象に、小中学校の一部を開放しています。利用にあ
たっては、出羽地区の住民１０人以上で構成され、かつ、監督者として成人が含まれる団体であることが要
件となり、登録が必要です。
・新規利用希望団体は、７月５日(金)午後５時１５分までに、出羽地区センターへ連絡してください。
・新規利用希望団体・既利用団体ともに、７月９日(火)午後７時から、出羽地区センターで学校体育施
設利用団体会議を開催しますので、必ず出席してください。
〜対象施設及び開放時間帯〜
①出羽小、宮本小、大間野小各校庭及び体育館
※開放時間帯につきましては、右記までお問合せ下さい。 【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会
②武蔵野中学校校庭ナイター（19 時〜21 時）
（出羽地区センター内）
※夜間照明使用料として５００円を負担していただきます。
☎９４０−７５２１

ゆかた着付け講習会②
親子ふれあい学級④

市役所開庁日【9:00〜16:00】
就労訓練（パン販売）
学校開放調整会議
親子ふれあい学級⑤

納涼大会役割分担説明会
【休業日】海の日

【選挙準備のため正午〜臨時休館】
【臨時休館日】参議院議員通常選挙

就労訓練（パン販売）

夏休み子ども名作映画会
夏のそば打ち講習会①
出羽地区納涼大会
出羽地区納涼大会（予備日）

29(月)
30(火)
31(水)

※【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

