
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４年 

月
No.５０４

観照院 ㈲村山商会 ㈱コーウン流通 ㈱曙運輸 

アサヒ産業㈱ 葵の園・越谷 アルファクラブ武蔵野(株) ㈱太陽建設工業 

㈱水谷工務店 パンマルシェ ㈲林建設工業 旭商事㈱ 

㈱大越忠製作所 ㈲坂膳 魚 伸 ㈱米菓 桃の家 

㈱興和製作所 ㈱丸友建設 ㈱福井洋樽製作所 三星化学工業㈱ 

㈱福祉葬祭 南埼コンクリート㈱ 髙元建設㈱ すがの歯科医院 

医療法人 秀峰会 ㈲平澤興業 ㈱中新造園 浅古建設㈱ 

㈱櫻井建材店 ㈲田中水道工業所 ㈱鈴木組 JA 越谷市 

㈲銀のすず 迎攝院 越谷くるみ幼稚園 松沢保育園 

松沢幼稚園 ㈱東武園芸 介護老人保健施設とまりや ㈲ヒルタ興業 

ムサシノ工業㈱ ㈲中村塗装 ㈱サンエー緑化 ㈱金時米菓 

㈱ハッピークリーン ㈱山鉄 特別養護老人ホーム えくぼ 東昭㈱ 

コイケ測量設計事務所 居彩家琴 ㈲はたや自動車 ㈱日刃産業 

神明町二丁目自治会 アロハハイビスカス 田中忠雄 出羽地区自治会連合会 

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

【日  時】５月８日（日） 受付：午前８時４５分 開会式：午前９時 

【会  場】西体育館  【参 加 費】１チーム ５００円 

【対 象 者】中学生以上の男女 

※申し込みはチーム単位とします。 

※チームに１人以上の大人（２０歳以上）を入れるものとします。 

【申 込 み】４月２３日（土）までに参加費を添えて出羽地区センターへお申込みください。 

【組合せ抽選】スポ・レク委員会で決定させていただきます 

【チーム編成】 ①チームは４名以上６名以内で、チーム内に、主将１名をおく。（選手兼任可） 

②男女の内訳は自由。ただし、試合のコート上には必ず女性が２名以上入っていること。 

（男子４人または男子 3人女子 1人でのプレイは×） 

【表  彰】優勝・準優勝・第３位・参加賞   

【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 

【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

４ 

ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました。いただいた協賛金は、チューリップの球根と育成費用に充

てさせていただきます。 

【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

※新型コロナウィルスの状況により中止する場合があります。

「出羽チューリップコミュニティフェスタ２０２２」が、新
型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し開催しました。 
今回は２０周年という節目の開催となり、当日は、模擬店、
お楽しみ抽選会等は中止となりましたが、モニュメントとウ
ォーターチューリップ、ふれあい動物園等を実施し、来場者
に楽しんでいただきました。 
イベント終盤には、チューリップの鉢植えを配布し、ご来

場の方に喜んでいただきました。 
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出羽地区カレンダー ４月

1 (金)

2 (土)

3 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】

4 (月)

5 (火)

6 (水)

7 (木)

8 (金)

9 (土)

10 (日)

11 (月)

12 (火)

13 (水)

14 (木)

15 (金)

16 (土) スポレク総会 

17 (日)

18((月)  

19 (火)

20 (水)

21 (木)

22 (金) 館内清掃 

23 (土)
地区ビーチボール申込 
公運協総会、コミ協総会 

24 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】

25((月)  

26 (火)

27 (水)

28 (木)

29 (金) 【休業日】≪昭和の日≫ 

30 (土)

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 

５月下旬に開催を予定しておりました、第７６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

※【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。 

※ 出羽地区センターでは、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

「川のあるまち」は、市民の皆さんから投稿された力作で作る文化総合誌で、随筆、レ
ポート、小説、評論、詩、短歌、俳句、川柳、ジュニア・学生、写真、絵画、特集の１２
部門から構成されています。今号では、出羽小学校や宮本小学校、西中学校の児童・生
徒の皆さんからジュニア・学生部門及び絵画部門に作品を投稿いただき、選考の結果、
掲載となった作品もあります。独創性のあふれる素晴らしい数多くの作品が掲載された
本誌を、ぜひご購読ください！」 

『特集：「越谷と私」』～「越谷」という土地や風景の中の「私」を、人生、家族や友人

など様々な視点から捉えた作品を募集しました。作者が「越谷」で見つけた嬉しいことや

美しさなどへの気持ちや想いが伝わってきます。 

『特別企画：表紙ギャラリー』～本誌は今号で創刊４０周年を迎えました。このことを

記念し、３０号からのあゆみを過去号の表紙絵とともに振り返ります。 

【出羽地区近隣の取扱窓口】 

取扱窓口 ◎大間野町旧中村家住宅（月曜休館）  TEL ９８５－９７５０ 

（大間野小学校付近） 

◎ガーヤちゃんの蔵屋敷        TEL ９４０－５５５０ 

（越谷駅東口（北側）高架下） 

◎ほんのいえ宮脇書店越谷店      TEL ９６２－３５００ 

（東大沢５丁目交差点付近） 

【問合せ】 生涯学習課 ☎９６３－９２８３

【時 間】午前１０時～１１時３０分  
【会  場】出羽地区センター 多目的ホール 
【対象者】市内在住の１歳半～３歳児と 

その保護者１０組 
【講 師】子育てサポーター“チャオ” 
【参加費】１５０円(工作材料費)

4 月 1日付け人事異動により、出羽地区センター所長の中村清已、職員の

田中小百合、会計年度任用職員の黒澤早苗が異動になりました。

体を動かしたり、工作を楽しみ遊びながら親子のコミュニケーションを
図ります。

【日 程・内 容】 

６月１日(水) 「新聞紙で遊ぼう」 

６月８日(水) 「体を動かして 
楽しく遊ぼう」

６月 1５日(水) 「春の制作あそび」 

【持ち物】工作セット（クレヨン、のり、セロハンテープ、はさみ）、レジャーシート、 

上履き（親子・かかとのあるもの） 
※参加時はマスクの着用をお願いします。 

【申込み】５月１１日（水）午前９時から直接下記へお申し込みください。 

【問合せ】出羽地区センター ☎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

所長 中村清已 

建設部維持管理課へ異動になりました。2 年間の短い間でしたが、大変お世話になりあり

がとうございました。出羽地区の皆様とご縁が出来たことを私の財産とします。 

主事 田中小百合 

保健医療部国保年金課に異動になりました。 

出羽地区の皆さまには大変お世話になりました。５年間ありがとうございました。 

会計年度任用職員 黒澤早苗 

桜井地区センターに異動になりました。 

在任中は出羽地区の皆さまには大変お世話になりました。 

出羽地区での経験を、今後の職場において活かせるよう頑張ります。 

ありがとうございました。


