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一般駐車場

自治会や、地区の小中学校の児童生徒の皆
さんが、球根から丹精こめて育んだチュー
リップの鉢植えが集められ、出羽公園が６
万本のチューリップで満開になります。

駐車場
入口

今年の花文字は
「♡心がつながる出羽♡」
地域の皆さんの
模擬店がならびます。

ハシゴ車、水消火器、
起震車を体験できます。

西体育館

地 域防 災
コ ーナ ー

ウォーターチューリップ
ミニ新幹線
ふれあい
動物園

※ 会場図は変更される場合があります。
※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況に
より中止となる場合もあります。
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◆今年も特別イベント
「チューリップハント」を
開催します！（先着順、無
くなり次第終了）
時間 10:00〜12:00

役員等駐車場

会場内のあちらこち
らで、大道芸人のパフ
ォーマンスショーが
あります。(^Ｏ^)/

越谷龍虎太鼓 和太鼓 舞
10:00〜
空手クラブ 虎優会（演武）
・模擬店 ・ミニ新幹線
出羽民踊クラブ
・大道芸 ・ふれあい動物園
アロハ ハイビスカス
・地域防災体験コーナー
武蔵野中学校 吹奏楽部演奏
（ハシゴ車、水消火器、
スタジオ メケ アロハ
起震車体験）
開会セレモニー、コンテスト表彰
宮本小学校 花笠音頭
大間野小学校 バトン
出羽小学校 よさこいソーラン ※ プログラム内容は変
おたのしみ抽選会
更される場合があり
チューリップ鉢植え配布
ます。

フェスタの運営に携わるスタッフを募集中！
※詳しくは、右記までお問合せ下さい。

【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

役員等駐車場

◆鉢の回収を行います◆
過去のフェスタでお持ち帰りい
ただいたチューリップの鉢をフ
ェスタの会場で回収します。
ご協力よろしくお願いします！

☆ 駐車 台数 に限り があり ますの で、 路線バ ス等公共 交通 機関の 利 用 にご協力 くださ い。
また、会 場周辺では交通規制を行いますので、交通誘導員や係員の指示に従ってください。
☆ 近隣 にお 住まい の皆様 には交 通渋 滞等の ご迷惑を おか けしま す が 、ご理解 とご協 力の 程、
よ ろしく お願い いたし ます 。

駐車場
出口

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、３月６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、
３月１０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。
【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

〜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
開放校

曜日

出羽小
宮本小
大間野小

土曜
日曜
休日

施設

開放時間帯

校庭

14:00〜18:00

体育館

14:00〜17:00

校庭

7:00〜18:00

体育館

8:30〜17:00

②武蔵野中校庭ナイター（4 月〜11 月の 19 時〜21 時）
※夜間照明使用料として１回 500 円を負担していただきます。

4 月５日に開催される出羽チューリップコミ
ュニティフェスタ２０２０に向けて、出羽公園
ふれあい花壇の除草と七左ヱ門川の清掃を行い
ました。当日は、各自治会、コミュニティ推進
協議会委員等を含め、約１００人の方が参加し
ました。

【日 時】３月 9 日（月）
３月 23 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。

２月８日に行った普通救命講習会には、
※ 本人確認に必要なもの
２３名の方が参加し、消防署の指導をいた 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
だき、心配蘇生法や自動体外式除細動器
が発行した写真つきの証明書は、１点
（AED）の使い方を学びました。
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３月

市役所開庁日【9:00〜16:00】
1 (日) 初歩のフラダンス教室①
2 (月)
3 (火)
4 (水)
5 (木)
6 (金)
7 (土)
チューリップフェスタ全体説明会
8 (日) 初歩のフラダンス教室②
9 (月) 就労訓練（パン販売）
10 (火) 学校開放調整会議
「コミ協農園」は、野菜作りを楽しく学んでいきながら、地域間・世帯間の交流を図るこ 11 (水)
とを目的とした事業です。野菜作りに必要な知識やノウハウ、種まき（苗植え）から、育成、 12 (木)
収穫までの作業方法を農家の方々がアドバイスします。
13 (金)
【期 間】令和２年４月〜令和４年３月（２年間）
14 (土) コミ協農園受付
15 (日) ＤＩＹ教室
【対 象】原則出羽地区在住の方、家族で参加できる２０名
16 (月)
【会 場】谷中町２丁目地内の畑
17 (火)
【区 画】 ◇ファミリー区画【(およそ３５㎡／区画)×１７区画】
18 (水)
参加者で管理する区画です。（１家族１区画まで）
19 (木)
【参加費】１区画：３，０００円（年額）
【申込み】３月１４日（土）午前９時から９時１５分の間に、直接出羽地区センターにお申 20 (金) 【休業日】 春分の日
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とします。定員 21 (土) コミ協農園説明会
に満たない場合は、１４日（土）午前９時３０分から２０日（金）まで先着順で 22 (日) 初歩のフラダンス教室③
23 (月) 就労訓練（パン販売）
受け付けます

※参加者決定後（３月２１日）、説明会を行います。
【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

越 谷市 で は 新 型 コ ロ ナ
ウイルス対策として、不特
定多 数ま た は高 齢者を対
象とするイベントは 3 月
末ま で延 期 また は中止さ
せて いた だ くこ ととなり
ました。出羽地区では、こ
れに伴い、以下の事業を中
止とさせていただきます。

【加盟条件】出羽地区内在住在勤２０歳以上の方で編成された
チーム
【年間活動】春季大会、秋季大会、壮年大会ほか
【申 込 み】３月２７日（金）までに下記までお問合せ下さい。 ＜中止となる事業＞
【問 合 せ】出羽地区ソフトボール連盟（出羽地区センター内） ・シルバースクール
・第２回ユニカール大会
☎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。
※ 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

チ ュ ー リッ プ
鑑 賞期 間

出羽地区ソフトボール連盟では、新規加盟チーム（男子の部、
女子の部）を募集しています。本連盟は、ソフトボールを楽し
みながら、会員相互の親睦や出羽地区の興隆に貢献することを
目的として、活動しています。皆様の参加をお待ちしています！

24 (火)
25 (水)
26 (木)
27 (金)
28 (土) ウォ−タ−チュ−リップ搬入
29 (日) 自治会チュ−リップ搬入
30 (月) 春休み子ども料理教室
31 (火)

