
出羽地区センターだより【ＰＣネット越谷 http://pcnet-koshigaya.net・越谷市ＨＰにも掲載中】

令和３年 

月
No.４７７

【申込み】１月９日（土）午前９時から電話もしくは電子
申請でお申込みください（先着順） 
※携帯電話からは、下記の二次元コードをご使用下さい。
（パソコン電子申請用 ＵＲＬ） 

https://s-kantan.jp/city-koshigaya- 
saitama-u/offer/offerList_detail. 
action?tempSeq=19825 

【問合せ】出羽地区センター 
 ☎９４０－７５２１ 

子どもたちの健やかで豊かなこころを育む家庭づくりや、家庭内での人権意識の高揚を図るため、必要な知識について習
得する機会を提供します。
日  時 内  容 講  師 

２月２７日(土) 
午前１０時～１２時

人権教育 
「地域の子どもを守る、大人の役割」

NPO 法人子育てサポーター・チャオ
雲 雀 信 子 氏 

２月２８日(日) 
午前１０時～１２時

「子どものやる気と根気 
～我が家流の 
サポート方法を考えよう～」 

NPO法人子育てサポーター・チャオ
近 澤 恵美子 氏 

１２月２９日から１月３日まで年末年始のため休館

となります。休館日は部屋の貸し出しを始め、すべての

業務が休みになりますのでご了承ください。 

【対象者】市内在住の小・中学生の保護者及び家庭教育に関心のある方
（各回２０名） 
【会 場】出羽地区センター 学習室Ａ 【参加費】無料 

出羽地区の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
 旧年中は、コロナ禍で各行事、事業が中止・縮小となりました。 
 本年は、一日でも早いコロナ禍の終息を願うとともに、事務事業や催し物については、
創意工夫を凝らした上で活動していきたいと考えております。本年も、生涯学習、地域コ
ミュニティ、地域福祉、防災救援等の地域活動の拠点として、更なる努力を重ねてまいり
ますので、なお一層のご協力をお願い申し上げます。 

令和３年 元旦  出羽地区自治会連合会 
  出羽公民館運営協力委員会 

出羽地区コミュニティ推進協議会 
出羽地区スポーツ・レクリエーション推進委員会 
出羽地区センター・公民館 

【編集・発行】 出羽地区センター・公民館 〒343-0851 越谷市七左町４－２４８－１

【日  程】２月６、１３、２０日（土曜日）《全３回》 
【対象・時間】①幼児クラス（年中・年長） 

＜定員：１０名＞ 午前１０時～１１時 
②小学生クラス（１～３年生） 
＜定員：１０名＞ 
午前１１時１０分～１２時１０分 

【場  所】出羽地区センター 学習室Ａ    
【参 加 費】４００円（材料費）【講  師】田井 玲子 氏
【申 込 み】１月８日（金）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。定員に満たない場合は、８日（金）
午前９時３０分から先着順で受け付けます 
（電話可）。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０-７５２１ 

１ 

●水耕栽培用球根植え付け         

 １月３１日（日） 午前９時～  

●出羽公園ふれあい花壇の除草・七左エ門川の清掃 

２月１４日（日）午前９時～  

【申込み・問合せ】出羽地区コミュニテイ推進協議会

（出羽地区センター内） ☎９４０－７５２１ 

花の美しさをそのままに、自分の好きな形にアレンジ�
プリザーブドフラワーを楽しみましょう‼

TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６

英語の基礎をゲームなどを通して学び、遊び感覚で英語に

興味を持つことを目指します！みんな一緒に英語で遊ぼう！

【日 時】2 月 6日（土）  
午後１時３０分～３時３０分 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 
【講 師】宮平 広美 氏・青木 雅子 氏 
【対象者】市内在住の方 １０名 
【参加費】２，５００円（材料費） 
【持ち物】ニッパー、花用ハサミ、 

持ち帰り袋(新聞紙に包むでも OK) 
マスク等もご自分でご用意ください。 

【申込み】１月１６日(土)午前９時から参加費を添えて
直接出羽地区センターにお申し込みくださ
い。（申込み順・電話可） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

毎年４月に開催されている出羽チューリップコミュ
ニティフェスタですが、近年チューリップの開花が早ま
っていることから今回は３月２８日（日）に開催します。
【問合せ】出羽地区コミュニテイ推進協議会 

（出羽地区センター内） ☎９４０－７５２１ 

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 １月
1 (金)【休所日】年始のため 

2 (土)【休所日】年始のため 

3 (日)【休所日】年始のため 

4 (月)

5 (火)

6 (水)

7 (木)

8 (金) キッズイングリッシュ申込み 

9 (土) 家庭教育学級/人権講座申込み 

10(日)
【市民課開庁日】9:00～16:00
新成人へのお祝い 

11(月)【休業日】成人の日      

12(火)

13(水)

14(木)

15(金)

16(土) フラワーアレンジメント申込み

17(日)

18(月)

19(火)

20(水)

21(木)

22(金) 館内清掃 

23(土)

24(日)

25(月) 就労訓練 （パン販売） 

26(火)

27(水)

28(木)

29(金)

30(土)

31(日) チューリップ水耕栽培球根植え付け

※【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。 

※【休所日】は、施設の貸し出しを含め

 た全ての業務が休みになります。施設

管理人も不在となります。 

※ 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

【日 時】１月２５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

人権問題を正しく理解し、人権意識の高揚を図るため、必要な知識について習得しましょう。

日  時 内  容 講  師 

３月６日(土) 
午前１０時～１２時

人権教育 
「障がい者の差別と人権」

生涯学習リーダーバンク 

櫻 井 豊 明 氏 

藤井聡太棋士の二冠で話題になっている将棋！子どもから大人まで楽しめる、日本
の伝統文化です。初めての方も、少々経験のある方も、一緒に楽しく学んでみません
か？この機会にぜひ、将棋のおもしろさを体験してみましょう♪

【日 時】 令和３年(202１年)１月１６日・２３日・３０日 ２月 ６日・１３日 

毎週土曜日、全５回 午後１時３０分～３時３０分 

【会 場】 大相模地区センター・公民館「学習室Ａ」または「学習室 B」のいずれか 

【講 師】 日本将棋連盟公認・将棋指導員  古海 誠治 氏 

【内 容】 初心者向けに、駒の動きやルールから丁寧に説明します。 

【対 象】 市内在住の方 １０人 ※小学４年生以上。親子参加も歓迎。 

【参加費】 ９６８円（テキスト代） 

【持ち物】 筆記用具、水分補給用飲物、マスク 

【申込み】 受付中。直接または電話で大相模地区センター・公民館へ申込み。 

【問合せ】 大相模地区センター・公民館（越谷市相模町３－４２－１）☎９８８－７３７０ 

【日 時】２月４日・１８日・２５日、３月２５日（木）午前 10時～１１時３０分 

【会 場】蒲生地区センター 学習室 A 

【内 容】介護予防に関する口腔ケア・食生活・体力アップのポイントについて 

【対 象】市内在住の６５歳以上で運動制限がない方 １５人（申込順） 【費 用】無料 

【持ち物】筆記用具、運動のできる服装、運動靴、飲み物、汗拭きタオル、マスク 

【申込み】１月８日（金）より窓口または電話にて下記へ 

地域包括ケア推進課 地域包括総合支援センター ☎９６３－９１６３ 

【対象者】市内在住の小・中学生の保護者及び関心のある方（２０名） 
【会 場】出羽地区センター 学習室Ａ  【参加費】無料 
【申込み】１月９日（土）午前９時から電話もしくは電子申請でお申込みください（先着順）
（パソコン電子申請用 ＵＲＬ）※携帯電話からは、上記の二次元コードをご使用下さい。 
https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=19837
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

【日 時】１月２９日（金） 午前１０時～１１時 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【対 象】ハッポちゃん体操に関心のある市民（年齢は問いません）

【持ち物】飲み物（水分補給用） 

【申込み】電話申し込み（前日まで申し込み可） 【定員】２０名 

【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター） ☎960-1100 

※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。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、参加当日は体温を測定し、37.5℃以上の発

熱や咳などの風邪症状がある場合は、参加を控えてください。また、参加時はマスクの着用

をお願いします。 

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。  
〇出羽シルバースクール  〇ユニカール大会 〇春休み子ども料理教室 


