
おいしいおそばを食べて、 
夏を涼しく過ごしませんか？ 

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.５０６

【日 時】７月 ５日、１２日、１９日、２６日 

     毎週火曜日 全４回 午前９時～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１８歳以上の方 １０名 

【参加費】２,５００円（保険料含む） 

【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、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】令和４年６月１４日（火）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

ーへお申込みください。（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

たなかった場合は午前１０時より電話での申

込みも可能です。（先着順）） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

【日 時】７月２７日（水）午前９時～午前１１時

【会 場】出羽地区センター 調理室 

【対象者】市内在住の小学校３～６年生 １０名 

【参加費】500 円（保険料含む） 

【献 立】チョコバナナマフィン 

【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、タッパー、

筆記用具、マスク 

【申込み】令和４年６月２６日（日）午前９時～９

時１５分までに参加費を添えて、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。定員に満たない場合

は、午前１０時より電話での申込みも可

能です。（先着順）) 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

第 6７回市民体育祭地区対抗ソフトボール大会、第 6７回市民体育祭地区対抗ビーチボール大会を開催いたしま

す。出羽地区への応援をよろしくお願いいたします。 

ビーチボール大会 
◆開催日：令和４年６月２６日（日） 

◆問合せ：スポーツ振興課 
（TEL９６３－９２８４）

令和４年度新規主催事業

ソフトボール大会 
◆開催日：令和４年６月５日（日） 
 予備日 令和４年６月１２日（日） 
◆問合せ：スポーツ振興課 

（TEL９６３－９２８４）

材料を計るところから後片付けまで、 
みんなで一緒にお料理しましょう

【日 時】７月８日（金）午後１時～４時 

【会 場】出羽地区センター 和室１・２ 

【対 象】市内在住の方 １０名 

【参加費】５００円（材料費） 

【講 師】金成 静子 氏 （表千家 不白流） 

【持ち物】白い靴下、マスク 

【申込み】令和４年６月１０日（金）午前９時００分から参加

費を添えて出羽地区センターに直接お申込みくだ

さい。申込み多数の場合抽選を行い、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

付します。（電話可） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６
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令和４年度新規主催事業

出羽公民館主催事業

【日 時】７月３０日（土）午後２時～４時 

【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 

【対 象】市内在住の小学３～６年生とそのご家族

の方 ２０組 

【参加費】無料 

【講 師】宮下 昭宣 氏(越谷市聴覚障がい者協会 会長）

【持ち物】筆記用具 

【申込み】令和４年６月２５日（土）午前９時から

出羽地区センターに直接お申込みくださ

い。申込み多数の場合抽選を行い、定員

に満たなかった場合は、午前９時３０分

から先着順で受付します（電話可） 

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

出羽公民館主催事業



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 ６月

1 (水) 親子ふれあい学級① 

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日)
市民課開庁日【9:00～16:00】
市民体育祭ソフトボール大会 

6 (月)

7 (火)

8 (水)
親子ふれあい学級② 
チューリップ出羽(旧出羽会食)

9 (木)

10 (金) 出羽茶道教室受付 

11 (土)

12 (日)

13 (月)

14 (火)
楽しいレクダンス教室① 
そば打ち教室受付 

15 (水) 親子ふれあい学級③ 

16 (木)

17 (金)

18 (土)

19 (日)  壮年ソフトボール大会 

20 (月)

21 (火) 楽しいレクダンス教室② 

22 (水)

23 (木)

24 (金)

25 (土) 手話体験教室受付 

26 (日)
市民体育祭ビーチボール大会 

夏休みこども料理教室受付

27 (月)

28 (火) 楽しいレクダンス教室③ 

29 (水)

30 (木)

※【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

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

クラブ名 会員 活動日 活動時間 連絡先 

＜ダンス・舞踊・体操系＞ 

エアロビクス ＦＩＴＳ 10 木 10:00～11:30 小野原 利枝子 976-0934 

出羽フォークダンスクラブ ６ 
月４回 

月 
9:30～11:30 大場 理知子 963-8774 

Fｉn d，(知的・発達障がいを

もった方のダンスサークル)
17

月 2 回

土・日 
午前 三浦 まこと 080-2080-8912

天水連南越谷（関東支部）

（阿波踊り） 
45

月4～5回

土・日
午後・夜間 髙橋 延之 090-3478-5612

出羽リズム体操クラブ 13
月 4 回 

木曜 
午後 山本 喜美子 966-9012 

アカハイフラ（フラダンス） 7 
月 3 回 

土曜 
午前 五十嵐美佐子 987-6115 

＜茶道・書道・芸術・料理・講座系＞ 

着物着付同好会 5 
月２回 

木 
13:00～15:00 大澤 匡子 947-6174 

しらこばと蕎麦打ち会 34
月 3 回 

土・日 
午前・午後 吉川 甲次 090-5826-7643

楽々水墨画クラブ 5 
第 2・4

火曜 
10:00～12:00 五十嵐 基洪 090-2227-845８

ＰＣネット越谷  
※入会にはメールアドレスが必要です。

※55 歳以上、市内在住の方 
61

月 3 回 

金曜 
9:30～12:00 大野 義輝 962-4088 

出羽曙水教室（水引工芸） 7 第３月曜 10:00～15:00 下田 トミ江 987-9001

クリスタル・アート 

（樹脂による作品制作） 
4 第1・3水曜 13:00～17:00 岩井 勝子 962-6391 

野草クラブ“若草”（料理）

※男性会員 大歓迎
12

月１回 

金曜 
9:00～12:00 佐竹 裕美 965-6189 

＜スポーツ系・その他＞ 

スポーツウエルネス吹矢 

越谷中央支部  
15

月 3 回 
土・木・火

13:30～15:30 染谷 確 964-3862 

スポーツウエルネス吹矢 

越谷わかば会 
5 

月 2 回 

月曜 
午後 石川 詔一 989-6687 

自彊術クラブ「あすなろ」 13
月 3 回 

火曜 
9:30～11:00 野口 知子 090-7421-0194

大心館（空手教室） 50
月 8 回

木・土 
午後・夜間 大谷 英之 090-8949-8151 

虎親会（空手道） 33
月 4 回 

日曜 
午前 田淵 一臣 090-3546-6570 

太極拳 越谷西クラブ 

ちゅうりっぷ 
10

月 4 回 

火曜 
午後 山口 繁子 985-3835 

出羽空手道クラブ 30
月４回 

木 
18:00～20:30 土居 孝彰 090-8852-1146 

【日 時】７月３０日（土） 午前９時３０分～１１時３０分
【会 場】出羽地区センター 団体活動室・地域活動会議室・工作工芸室 
【対象者】市内在住の小学生（保護者及びおとなも可） 
【参加費】無料 
【申込み】７月９日（土）午前９時から地区センターに電話でお申し込み下さい 

（先着順）。 
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 
～教室一覧～（教室の内容が一部変更になる場合がございます） 

①水引工芸 教室 【定員】１０名 水引を使ったストラップなどを作ろう！

②帽子の壁掛け 教室 【定員】１０名 壁に掛けて飾れるミニ帽子を作ろう！ 

③布の花ブローチ 教室【定員】２０名 布を花の形に貼ったブローチを作ろう！ 

④竹とんぼ教室 【定員】１５名 竹で竹とんぼを作ろう！ 

⑤竹細工（水鉄砲）／ペットボトルかざぐるま／びんアート 教室 【定員】２０名 

水鉄砲をつくります。また、びんを飾ってペン立てを作ったり、ペットボトルでかざぐるまも作れるよ！

※参加したい教室を１つお選びください。材料に余りがある場合は、当日他の教室にも参加できる場合があ

ります。 




