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【内 容】３月２１日（日）出羽公園へのチューリップの搬入
３月２８日（日）当日スタッフ  

【申込み】随時募集しております。 
下記までお気軽にお問合せ下さい。 

【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

【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

令和３年度春季大会につきまして、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申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

１月１０日（日）出羽地区センターにて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止 
するため、これまでの「成人式」の式典に代わる「新成人へのお祝い」を行いました。 
地域の協力員の皆様のご尽力により、新成人の写真撮影コーナーや恩師のメッセージコ 
ーナーの設置、お祝いのことばの上映をし、たくさんの新成人が来館されお祝いするこ 
とができました。 

設計から完成までの過程を自分で楽しめるＤＩＹ
教室を開講します!! 

～まだ記念品を受け取られていない新成人の方へ～
記念品の受け取りをご希望される方は、成人式案内ハガキを持参のうえ、３月３１日（水）まで（※祝日は除く）
に対象地区の公民館または生涯学習課（平日のみ）に午前８時３０分～午後５時１５分までの間にお越しください。
【問合せ】生涯学習課        ☎９６３－９２８３ 
     出羽地区センター・公民館 ☎９４０－７５２１ 

〇普通救命講習会      〇フラワーアレンジメント教室

開催を予定しておりました下記の事業は、１月 8 日付の緊急事態宣言が発令されされたことにより、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。 

【日 時】３月１４日（日） ９時～１２時 
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 
【講 師】有限会社 河上工務店  河上  繁 氏 
【対象者】市内在住の小学生以上の方 １０名 

（※小学生は保護者同伴とします） 
【参加費】１，５００円  
【持ち物】軍手、作業しやすい服装、ノコギリやトンカチ

等の工具（持っている方） 
【申込み】２月７日（日）午前９時 

から９時１５分の間に、 
参加費を添えて、直接出 
羽地区センターにお越し 
ください。※９時１５分 
の時点で定員を超えた場 
合は抽選を実施します。 
定員に満たない場合は、 
２月２８日（日）まで先着 
順で受け付けます（電話可）。 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０―７５２１

また「出羽キッズイングリッシュ」においては、２月６日のみ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。 
※今後の緊急事態宣言等の状況によって、現在開催を予定している講座につきましても、中止となる可能性があり 
ますので、あらかじめご了承ください。 

令和 3 年１月 8 日付に発令された緊急事態宣言により、２月 7 日までの間は２０時に閉館となりますので、ご
注意ください。 
※今後の状況によっては、期間の延長等がある可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

３月２８日（日）出羽公園で「出羽チューリップコミ
ュニティフェスタ２０２１」を開催します！あなたも
ボランティアスタッフとなって、一緒にフェスタを盛
り上げてみませんか？ 

【制作物】子供用テーブル

※写真はイメージです 

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 ２月
1 (月)

2 (火)
市・県民税の申告出張受付
9:00～15:30 

3 (水)

4 (木)

5 (金)

6 (土)  キッズイングリッシュ① 中止

7 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】

8 (月) 就労訓練（パン販売） 

9 (火)

10 (水)

11 (木) 【休業日】 建国記念の日 

12 (金)

13 (土) キッズイングリッシュ② 

14 (日)

15 (月)

16 (火)

17 (水)

18 (木)

19 (金)

20 (土) キッズイングリッシュ③ 

21 (日)

22 (月) 就労訓練（パン販売） 

23 (火) 【休業日】天皇誕生日 

24 (水)

25 (木)

26 (金) 館内清掃 

27 (土) 家庭教育学級① 

28 (日) 家庭教育学級② 

※令和３年１月８日付に発令された
緊急事態宣言により、２月７日ま
での間は、２０時に閉館となり 
ますので、ご注意ください。 

※【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

【日 時】２月 8 日（月） 
          ２月２２日（月） 

１１時３０分頃 
～１２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

今年は、オンラインによる開催です。分かりやすく成年後見制度を学べる動画を、

お好きな時間にお好きな場所でご覧いただけます。※手話通訳・要約筆記あります。
【テ ー マ】「漫才で学ぶ成年後見制度」 

【配信期間】令和３年２月８日（月）から２月２１日（日）まで 

【講  師】漫才師 青空(あおぞら)一風(いっぷう)千風(せんぷう) 

【視聴方法】お手持ちのスマートフォン・パソコン・タブレット等で、 

右記の二次元コードを読み取るか、越谷市社会福祉協議 

会のホームページからもアクセスできます。また、動画 

を視聴する環境が整わない方向けに、出前講座も開催致 

します。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

【注意事項】視聴時間は約３０分です。動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の負担

となります。なお、本講演の録画・録音・撮影及び詳細内容の SNS への投稿 

は固くお断りします。 

【問 合 せ】成年後見センターこしがや（越谷市社会福祉協議会内）☎０４８-９６６-２２８１

【日 時】令和３年３月６日（土）１４時～１６時３０分 【会 場】西体育館 【費 用】無料

【内 容】パラリンピックの発展とその世界  【講 師】文教大学 二宮 雅也 准教授 

【対 象】スポーツ・レクリエーション指導者、スポーツ・レクリエーション指導者を志す方  ６０名

【持ち物】室内用運動靴、フェイスタオル（長めの物）、バスタオル、飲み物、筆記用具、 

運動のできる服装、 

【申込み】２月２９日（金）までに直接下記（電話可）へお申し込みください(先着順)。 

【問合せ】スポーツ振興課 ☎９６３－９２８４

【日 時】２月 17 日（水） １３時３０分～１５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）☎048-960-110 

★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。 

※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。

市政に関するアンケートの提出、埼玉鴨場などの施設見学会への参加のほか、市政
への提案などを行います。 
【任  期】令和３年 4月中旬～４年 3月 31日 

【対  象】市内在住の満 18 歳以上の方、20人 

【謝  礼】1 万 2000 円（年額） 

【応募方法】住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、応募理由（70字程度）を、

封書、はがき、メール、またはファクスのいずれかで、3月１日(月)までに 

下記へ。応募多数の場合は選考。結果は４月上旬に全員にお知らせします。 

詳しくは、広報こしがや２月号、市ホームページをご覧ください。 

【問 合 せ】広報広聴課 ☎963－9117、ファクス 965－0943 

メール koho@city.koshigaya.lg.jp 

住宅用火災警報器は、越谷市火災予防条例で平成 

２０年６月１日から全ての住宅に設置が義務付け 

られています。火災からの逃げ遅れを防ぐため、 

住宅用火災警報器を正しく設置しましょう。また、 

設置している場合は、定期的な点検と清掃で適切 

に維持管理しましょう。 

【問合せ】消防本部予防課  

☎０４８-９７４-０１０３ 


