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令和３年 

月
No.４９９

【日 時】１２月２日、９日、１６日、２３日 
（全４回 木曜日） 
午前９時３０分～午後１時 

【会 場】出羽地区センター 調理室    
【対象者】市内在住の方 １０名 
【参加費】２,５００円（保険料含む）
【講 師】しらこばとそば打ち会 
【持ち物】マスク、エプロン、三角巾、タオル２枚、 

お土産で持ち帰るおそばを入れるパック 
【申込み】１１月１１日（木）午前９時～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
選となります。定員に満たなかった場合は、
１１日（木）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 

【日 時】１２月１２日（日） 午前１０時～１２時 
【会 場】出羽地区センター 調理室 
【対象者】市内在住の方 １０名 
【参加費】１,０００円          
【講 師】山﨑 光枝 氏 

（J.C.Q.A コーヒーインストラクター２級） 
【持ち物】ハンカチ、マスク 
【申込み】１１月１４日（日）午前９時から参加費を添え

て出羽地区センターに直接お申し込みくださ
い。（先着順） 
※９時１５分の時点で定員を超えた場合は抽選
となります。定員に満たなかった場合は、１
１月１４日（日）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 

【日 時】１２月１８日、２５日（全２回 土曜日） 
午後１時３０分～午後３時３０分 

【会 場】出羽地区センター 工作工芸室    
【対象者】市内在住の方 各回とも８名 
【参加費】１,７００円（８５０円×２回分）
【講 師】小原流専門教授 堀切 寛子 氏 
【持ち物】花器（いけばなを生けられる深皿等）、剣山、

マスク、花切り用はさみ、雑巾、 
新聞紙（朝刊１日分 持ち帰り用） 
花器、剣山をお持ちでない方は、貸し出し
も可能です。 

【申込み】１１月２０日（土）午前９時１５分から先
着順にて参加費を添えて出羽地区センター
に直接お申し込みください。定員に満たな
かった場合は２０日（土）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 

現在、出羽公民館では以下の主催事業の参加者を募集しています。ご都合のつく方はぜひ、お申し込み

ください！ 

各事業にご参加の際には、感染症対策として、マスクの着用、手指の消毒、検温等のご協力をお願いい

たします。また、当日体調の優れない方は、ご参加をご遠慮くださいますようお願いします。 
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【日 時】１１月２８日（日） 
午前９時３０分～午後１時 

【会 場】出羽地区センター 
調理室・学習室 A 

【対象者】市内在住の方 １０名 
【参加費】９００円 
【講 師】佐藤 妙公 氏 

（パン認定講師） 
【持ち物】エプロン、三角巾、 

マスク、持ち帰り用の箱（タッパー等） 
【申込み】１１月７日（日）午前９時１５分から参加費

を添えて出羽地区センターに直接お申し込
みください。 
申し込み多数の場合は抽選を行い、定員に
満たなかった場合は、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 

ご自宅でパン作り 
始めてみませんか？ 



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 １１月
1 (月)

2 (火)

3 (水) 【休業日】  文化の日 

4 (木)

5 (金)

6 (土) 16 ミリフィルム映画会 

7 (日)
【市民課開庁日】9:00～16：00
市民体育祭２０２１ドリームデイ

8 (月)

9 (火) 学校開放調整会議 

10 (水)

11 (木)

12 (金)

13 (土)

14 (日)

15 (月)

16 (火)

17 (水) 親子ふれあい学級① 

18 (木)

19 (金)

20 (土)

21 (日)

22 (月)

23 (火) 【休業日】 勤労感謝の日 

24 (水) 親子ふれあい学級②

25 (木)

26 (金) 館内清掃 

27 (土)

28 (日) パン作り教室 

29 (月)

30 (火) 館報配送日 

※【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 

【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

市では、地区のスポーツ・レクリエーション団体を対象に、小中学校の一部を開放
しています。利用にあたっては、出羽地区の住民１０人以上で構成され、かつ、監督
者として成人が含まれる団体であることが 
要件となり、登録が必要です。 ・新規利用希望団体は、 

１１月５日（金）午後５時１５分
までに、出羽地区センターへ連絡
してください。
・新規利用希望団体・既利用団体と
もに、 
１１月９日(火) 午後７時から、出
羽地区センターで学校体育施設利用
団体会議を開催しますので、必ず出
席してください。 

～対象施設及び開放時間帯～ 
出羽小、宮本小、大間野小各校庭及び体

育館 
※開放時間帯は、下記までお問合せ下さ
い。 

令和 4 年 1 月 31 日（月）までです。予約をしてお早めにお受けください。 

※詳しくはこしがや保健ガイド、ホームページをご覧ください。 

【問合せ】健康づくり推進課（越谷市保健センター） ☎048－960－1100 

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 

【日 時】１２月４日、１２月１１日、 
１２月１８日（全３回土曜日） 

 午後１時３０分～午後３時 
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 
【対象者】市内在住の方 ３０名 
【参加費】無料 
【講 師】榎本 薫 氏 
【持ち物】水分補給用飲み物、室内シューズ、汗拭きタオル、運動に適した服装、

（お持ちの方は）ヨガマット 
【申込み】１１月７日（日）午前９時３０分から出羽地区センターに直接お申し込

みください。（先着順、電話申し込み可） 
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

脂肪燃焼・ストレス発散！

体を動かしてみませんか？ 

心を燃やせ！

１０月９日（土）、総合公園多目的運動場にて、
第６６回市民体育祭 地区対抗グラウンド・ゴル
フ大会が開催されました。 
出羽地区は総合２位、第２部で３位を獲得しま

した。選手・役員の皆さん、大変お疲れさまでし
た！ 

出羽地区センターでは感染症予防の対策として、出羽地区自
治会連合会で購入していただいたスタンド式非接触検温消毒
器を設置しています。 
ご来館の際には手指の消毒と検温にご協力いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 


