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開催を予定しておりました下記の事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とさせていただき
ます。参加を楽しみにされていた方には、お詫び申し上げます。
〇市民体育祭中央大会 〇市民体育祭グラウンド・ゴルフ大会 〇市民体育祭地区対抗市内駅伝競走大会
〇出羽地区秋季野球大会（一般の部）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度出羽地区自治会連合会主催の以下の行事は中止とさせ
ていただきます。参加を楽しみにされていた方には、お詫び申し上げます。

〇令和２年度出羽地区敬老会

〇令和２年度出羽地区自治会連合会視察研修

８月８日（土）、出羽地区センターに
て夏休み工作教室を開催しました。例年
よりも定員を減ら しての開催となり ま
したが、水引工芸、竹とんぼ、びんアー
ト、エコたわし、ペットボトルかざぐる
ま、など、子どもたちが地域の先生と一
緒に熱心に工作に取り組んでいました。
来年 度も 皆 さん のご 参 加をお待ちし
ております！

親

子

で

楽

し

１０月２２日（木）に予定しておりました、第７３
回越谷市民ゴルフ大会につきまして、越谷市民ゴルフ
運営委員会にて協議した結果、新型コロナウイルス感
染症の影響により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。
越谷市民ゴルフ運営委員会
【問合せ】 生涯学習課 電話９６３−９２８３
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【持ち物】工作セット（クレヨン、のり、セロテープ、はさ
程】令和２年１１月４日〜１１月１８日
み、レジャーシート）、上履き（かかとのあるもの）
毎週水曜日 全３回
【参加費】無料
【時 間】午前１０時〜１１時３０分
【講 師】子育てサポーター チャオ
【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１０組 【問合せ】出羽地区センター☎９４０-７５２１
【申込み】１０月７日（水）午前９時〜１０月１３日 【内 容】
楽しく身体を動かそう
（火）までに直接出羽地区センターへお申 11 月 ４日(水)
し込みください。なお、定員になり次第申 11 月１１日(水)
新聞紙を使って遊ぼう
し込みを終了とします。
11 月１８日(水)
想像力がアップするリズムあそび
【日

※マスクの着用をお願いします。体調の悪い場合は参加をご遠慮ください

越谷市では、７５歳以上の方を対象に、社会の発展のために貢献していただいた皆さんの長寿を祝い、例年敬老
会を開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、今年度の敬老会の開催を中止
させていただきます。
【問合せ】福祉推進課 ９６３-９２３７

出羽地区納涼大会にご協賛
いただいた皆様

電気設備の定期点検（年次点検）のため、下記の時間は市民課
業務および窓口での施設予約等を休止いたします。ご不便をおか
七左町７丁目第二自治会
けしますが、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
【日 時】９月１6 日(水)午前９時３０分〜１１時(予定)まで
【問合せ】 出羽地区センター ☎９４０―７５２１

※順不同・敬称略

神明町二丁目自治会

皆様から、花火のご協賛をいただきま
したことに、重ねて御礼申し上げます。
【出羽地区納涼大会実行委員会】

【掲載条件】

市内の地区センター・公民館や交流館、老人福祉センター等で
定期的に活動している生涯学習に関する団体であること 等
【活動分野】 ①教育 ②語学・国際理解 ③産業・技術 ④芸術・文化
⑤家庭生活・趣味 ⑥市民生活 ⑦スポーツ・レクリエーション
【募集期間】 １０月３０日（金）まで
【提出書類】 生涯学習クラブ・サークル・団体ガイド登録申請書（調査票）
※生涯学習課、各地区センター・公民館で配布しています。
市のホームページからダウンロードすることができます。
【提出先】
①生涯学習課 ※窓口は(土)・(日)・(祝)閉庁
〒３４３−８５０１ 越ヶ谷４−２−１
②各地区センター・公民館 ※窓口は (祝)閉庁
※市のホームページまたは下記２次元コードからも登録申請が
可能です。
【問合せ】
生涯学習課 ☎９６３−９２８３
あなたの団体も情報誌に掲載し、新たな仲間作りをして
みませんか。
そして、生涯学習の輪を広げてみませんか。

時】９月 14 日（月）28 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

認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る
応援者です。
認知症は誰にも起こりうる脳の病気によるのもので、８５歳以上では４人に１人
にその症状があるといわれています。認知症の人とその家族が安心して、地域で暮
らしていくために、あなたにもできることがたくさんあります。まずは、認知症に
ついて知ることからはじめてみませんか？
【日
【会
【対
【講
【内

時】
場】
象】
師】
容】

令和２年９月１８日（金）午前１０時から１１時３０分
出羽地区センター・公民館 多目的ホール
越谷市在住・在勤の方
４０名（申込み順）
越谷市地域包括支援センター 出羽職員（キャラバン・メイト）
認知症とは、認知症の症状、認知症の診断・治療
認知症の予防、認知症の人と接するときの心がまえ など
※初めて受講された方には認知症サポーター（認知症の方や家族の応援者）の証
としてオレンジリングと認知症サポーター証を配付します。
【持ち物】 筆記用具、マスク
【申込み】 令和２年９月８日（火）午前９時より電話にて 地域包括支援センター出羽へ
電話：０４８-９８５−３３０３
受付時間：月〜金曜日（土日祝除く） 午前９時から午後５時まで
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催が急遽中止となる場合が
あります。

出羽地区カレンダー ９月
1 (火)
2 (水)
3 (木)
4 (金)
5 (土)
6 (日) 市民課開庁日【9:00〜16:00】
7 (月)
8 (火)
9 (水)
10 (木)
11 (金)
12 (土)
13 (日)
14 (月) 就労訓練（パン販売）
15 (火)
16 (水) 午前：出羽地区センター停電
17 (木)
18 (金)
19 (土)
20 (日)

【日
【会
【内

時】10 月 6 日（火）午後 2 時〜3 時 30 分
場】出羽地区センター
容】理学療法士による腰痛についての講話と
家で簡単にできる体操やストレッチを
学びます。
【対 象】市内在住で、医師による運動制限のない
方、２０名（申込み順）
【持ち物】運動のできる服装、水分補給用飲み物
バスタオル（運動で使います）、筆記用具
【申込み開始日】9 月 8 日（火）から市民健康課へ
電話または、二次元コードから電子申請
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター）
・９６０−１１００
★マスクの着用をお願いします。また、体調がすぐれないときには参
加をご遠慮ください。
※この教室は埼玉県コバトン健康マイレージにおけるポイント付与の
対象事業です。
※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。

21 (月) 【休業日】 敬老の日
22 (火) 【休業日】 秋分の日
23 (水)
24 (木)
25 (金) 館内清掃
26 (土)
27 (日)
28 (月) 就労訓練（パン販売）
29 (火)
30 (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

