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令和２年 

月
No.４８２

６月に開催を予定しておりました、第６５回市民体育祭地区対抗ソフトボール大会及び卓球・ビーチボール大会は
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。 

【出羽公民館運営協力委員会総会】 
  協議事項については賛成多数により可決に 
なりました。 

【出羽地区コミュニティ推進協議会総会】 
  協議事項については賛成多数により可決に 
なりました。 

【出羽地区スポ・レク推進委員会総会】 
  協議事項については賛成多数により可決に 
なりました。 

 書面表決にご協力いただき 
ありがとうございました。 
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【日 時】6 月 17 日（水）  
午後１時３０分～３時００分 

【会 場】保健センター 
【対 象】市民の方２０人 
【申込み】市民健康課へ電話または 

市ホームページより電子申請 
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） 

048-960-1100 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況に
より変更となる場合がありますので、決まり次第ホームページ
でお知らせいたします。 

６ 

特別定額給付金のお知らせ
「特別定額給付金」を給付するため、申請書を各世帯へお送りしています。申請書に必要事項を記入の上、本人確
認書類の写しと受取口座（世帯主名義）の確認書類の写しを添付し、同封した返信用封筒で申請してください。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、窓口での申請はお受けかねますので、ご理解・ご協力をお

願いいたします。                 【問合せ】特別定額給付金室 ９６３―９３１６

令和 2年国勢調査 調査員大募集!!
国勢調査は「日本に常住するすべての人と世帯」を対象とする国の最も重要な統計調査です。市では

国勢調査の仕事に従事していただく調査員を募集します。ぜひあなたのお力を貸してください。 

【応募資格】 
・原則２０歳以上の方 
・秘密の保護に関し信頼のおける方 
・警察または選挙に直接関係のない方 
・暴力団員およびその他の反社会的勢力と 
繋がりのない方 

【活動期間】８月中旬～１０月下旬 
（実働２０日間程度） 

  ※調査対象数等によって報酬が支払われます。 
【申込方法】電話・メールにて下記までご連絡 

ください。 
【申込期限】７月１日（水） 
【問 合 せ】政策課 ９６３－９１２１ 

   メール：seisaku@city.koshigaya.lg.jp
詳しくは  越谷市 国勢調査  で検索 

１ 市の説明会に参加して
調査の方法を確認します。 ２ 各世帯に調査を依頼し、

調査票を配布・回収します。

3 回収した調査書類を整理し
市へ提出します。

＝調査員のおもな仕事の流れ＝

８月 
中旬
～ ９月 

中旬～

10 月
中旬
～

※新型コロナウイルス感染予防 
のため、調査方法については 
変更となる場合があります。 

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 ６月

1 (月)

2 (火)

3 (水)

4 (木)

5 (金)

6 (土)

7 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】

8 (月)

9 (火)

10 (水)

11 (木)

12 (金)

13 (土)

14 (日)

15 (月)

16 (火)

17 (水)

18 (木)

19 (金)

20 (土)

21 (日)
地区体実施部会 

地区ソフトボール大会 

22 (月)

23 (火)

24 (水)

25 (木)

26 (金)

27 (土) 納涼大会実行委員会 

28 (日)

29 (月)

30 (火)

※ ６月の就労訓練事業（パン販売） 
は未定です。
※ 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

出羽地区センターご利用の際に
は、①マスクの着用、②来館前
の検温、③入館前の手指の消毒
にご協力ください。 
また、各団体でマスクや消毒

液をご用意いただき、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止にご
協力くださいますようお願いい
たします。 

【問合せ】出羽地区センター 
     ☎９４０－７５２１

クラブ名 会員 活動日 活動時間 連絡先 

＜ダンス・舞踊・体操系＞ 

アカハイ フラ ８ 
月 3 回 

土曜 
10:00～12:00 五十嵐美佐子 987-6115 

レア オハナ（フラダンス） 14
月 3 回 

金曜 
18:00～21:00 坂場 君子 090-4834-0766

エアロビクス ＦＩＴＳ 13 木 10:00～11:30 矢野 桂子 945-4200 

七７社交ダンスクラブ 13 月 19:00～21:30 水口 孝治 974-2704 

社交ダンスの集い 

スリーアイユー 
20

月2-3 回

月曜 
13:00～16:00 田中 務 090-4417-2868

SHU-TO 20 水 13:00～17:00 石川 周人 090-9979-4399 

出羽リズム体操クラブ 17 木 13:00～16:00 小山 淳子 96６-0３80

七４ダンスサークル 7 
月 2-3 回

日 
18:00～21:00 三宅 宗治 962-4136 

＜茶道・書道・芸術・料理・講座系＞ 

着物着付同好会 4 第 2・4木 10:00～12:00 大澤 匡子 947-6174 

シャドーボックス 

（シャドーボックスの製作）
3 

月 1 回 

第 3 火曜
13:30～15:30 植島 千津子 966-0624 

書道クラブ「風」 10 月 9:30～12:00 河上 経男 080-2009-9349

親子英語サークル 

コスモパラダイスキッズ 
15

月 2 回

月曜 
9:00～11:55 橋本 祥子 

natsumi-yuhei

@ezweb.ne.jp

ＰＣネット越谷 
※入会にはメールアドレスが必要です。

※55 歳以上、市内在住の方 
70 火･金 9:30～12:00 大野 義輝 962-4088 

出羽曙水教室（水引工芸） 12 第３月曜 10:00～15:00 下田 トミ江 987-9001

クリスタル・アート 

（樹脂による作品制作） 
4 第1・3水曜 13:00～17:00 岩井 勝子 962-6391 

野草クラブ“若草”（料理） 15
月１回 

金曜 
9:00～12:00 佐竹 裕美 965-6189 

＜スポーツ系・その他＞ 

スポーツ吹矢 越谷中央支部 15 第2・4土曜 13:30～15:30 染谷 確 090-3506-3560

自彊術クラブ「あすなろ」 12
月 3 回

火曜 
9:30～11:00 野口 知子 090-7421-0194

出羽空手道クラブ 25 木 18:30～20:30
土居 孝彰 090-8852-1146 

虎親会（空手） 25 日 9:00～11:00 

出羽剣友会 剣道教室 

※出羽小学校体育館で活動 
30 土 日 祝 8:30～12:00 武藤 晴彦 090-9688-8666 

市では、現在運用中の防災行政無線の設備の老朽化への対応、及び機能強化を図

るため、デジタル化再整備工事を行っています。市内全域で屋外スピーカーの設置

や移設、撤去を順次行いながら高性能スピーカーへの切り替えや、一部の場所では

屋外スピーカーの配置場所を変更するため、今後はこれまでと放送の聞こえ具合が

変わります。

工事の際には、道路の通行止めや作業音が生じ、近隣にお住まいの皆さんにはご

迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

【問合せ】 危機管理課 ９６３－９２８５（直通） 


