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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3 月２８日（土）から４月３０日（木）までの間、市内の地区センタ
ーの利用（貸館）を停止させていただきます。
なお、住民票や戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の発行業務、図書の貸し出し・返却、５月以降の地区センター利用
の受け付けは通常どおり行います。ご迷惑をおかけしますがご理解いただきますようお願いいたします。
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

４月５日に開催を予定しておりました「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０２０」は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、モニュメントとウォーターチューリップのみ展示することとなりました。
展示期間は、４月５日（日）までとなります。
ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました。いただいた協賛金は、チューリップの球根と育成費用に
充てさせていただきます。
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【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】５月１０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】中学生以上の男女
※新型コロナウィルスの状況により中止する場合があります。
※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】４月２５日（土）までに参加費を添えて出羽地区センターへお申込みください。
※参加チームは下記の代表者会議に参加してください。
【組合せ抽選】スポ・レク委員会で決定させていただきます
【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

第７２回越谷市民ゴルフ大会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、越谷市民ゴルフ
運営委員会にて協議した結果、中止することにいたしました。大会開催を楽しみにご参加を予定して
いた皆様には、お詫び申し上げます。
次回大会（第７３回越谷市民ゴルフ大会）は、１０月２２日（木）を予定しております。詳細は９
月の広報こしがや及び各地区だよりに掲載します。
越谷市民ゴルフ運営委員会
【問合せ】生涯学習課

☎９６３－９２８３

６～８月に、以下の会場で実施を予定しています。
【会 場】保健センター・南越谷地区センター・桜井地区センター・蒲生地区センター
・北部市民会館・中央市民会館
※詳しい日時・会場は市ホームページをご覧ください。
【内 容】かかとの骨の超音波骨密度測定
【対 象】20 歳以上の女性
【費 用】1,000 円
【持ち物】タオル・保険証
【申込み】4 月 9 日から市ホームページより予約システムで申込み
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） ☎９６０－１１００

【実施期間】令和２年４月１日～令和３年３月３１日（通年）
【対象者】身体が不自由で歯科医院へ行くことが困難な方
【内容】歯科医師・歯科衛生士による歯科健診・相談、歯や口の中を清潔に保つ方法等の指導（自宅
に訪問します。治療は行いません。）
【参加費】無料
【申込み】市民健康課または、こしがや保健ガイドの歯科健診等実施医療機関一覧に掲載されている
歯科医療機関へ事前にお申込みください。
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） ☎９６０－１１００

【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

出羽地区カレンダー ４月
1 (水)
2 (木)
3 (金)
4 (土)

３/30(月)～4/5(日)
モニュメント・ウォー
ターチューリップ観賞
期間

5 (日) 市民課開庁日
6 (月)
7 (火)
４月に予定していました下記の総会は、
６月７日（日）、江戸川広域運動公園グラウンドにおい 8 (水)
書面議決にて開催を予定しています。
関係者の皆さまには、後日資料を送付い て「第６５回市民体育祭地区対抗ソフトボール大会」が開 9 (木)
たしますので、ご確認くださいますようお 催されます。出羽地区では、この大会に参加する女子選手 10 (金)
願いいたします。
を募集しています。あなたも出羽地区の代表選手として参 11 (土)
○出羽公民館運営協力委員会
12 (日)
加してみませんか？
○出羽地区コミュニティ推進協議会
13 (月)
【対象者】出羽地区在住の１８歳以上の女性（経験者歓迎） 14 (火)
○出羽地区スポ・レク推進委員会
【問合せ】出羽地区センター
【問合せ】出羽地区センター
15 (水)
☎９４０－７５２１
☎９４０－７５２１
16 (木)
17 (金)
18 (土)
19 (日)

出羽地区野球連盟では、新規加盟チーム(一般の部)を募集します。本連盟は、野球を楽しむことはも
ちろん、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！
【年間活動】春季大会、秋季大会、講習会ほか

20 (月)

【問 合 せ】出羽地区野球連盟事務局（出羽地区センター内）☎９４０－７５２１

24 (金)

※「チームに所属していないけど野球がやりたい！」という方もお気軽に上記までご連絡ください！
連盟所属のチームを紹介します！

21 (火)
22 (水)
23 (木)
25 (土)
26 (日)
27 (月)
28 (火)
29 (水) 【休業日】≪昭和の日≫

4 月 1 日付け人事異動により、出羽地区センター
職員の異動がありました。

出羽地区センターでの忘れ物が多くなってい
ます。お帰りの際などはもう一度身の回りを確
鈴木所長 → 福祉部生活福祉課
認し、忘れ物がないよう気をつけましょう。
鈴木めぐみ（非常勤）→蒲生地区センター
忘れ物のお心当たりのある方は確認にお越し
在任中、出羽地区の皆さまには大変お世話になり
下さい。施設内で見つかった忘れ物については、
ました。出羽地区で培った経験を、今後の職場にお
当面の間保管しておりますが、一定期間をすぎ
いて活かせるよう頑張ります。
ますと処分させていただきますので、ご了承下
出羽地区の更なる発展をご祈念申し上げます。
転入職員につきましては、来月号でお知らせします。 さい。

30 (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。
※ 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

