
【日 時】８月２８日（日） 受付：９時 試合開始：９時３０分
【会 場】出羽地区センター・多目的ホール【参加費】１チーム ６００円 【持ち物】運動靴
【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会  ☎９４０－７５２１（出羽地区センター内） 

【日 時】8/30、9/6、9/13、9/20（火）全 4回 
 10 時～12 時 

【会 場】出羽地区センターほか 
【参加費】無料  

※第 3 回館外学習(9/13)の施設入館料、昼食
代、交通費（高速道路利用料金の一部）等に
ついては参加者負担とします。 

【対 象】越谷市内在住 60 歳以上の方  定員 20 名 
【申込み】8月 9日 9 時から出羽公民館窓口にて受付 
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

【日 時】9月 8日（木）10時～11 時 15 分 
【参加費】無料 
【会 場】出羽地区センター 多目的ホール 
【対 象】越谷市内在住、成人の方  定員 20名 
【持ち物】タオル、飲み物、マスク、動きやすい服装 
【申込み】8月 18日 9 時から出羽公民館窓口にて受付。

9時 15 分で定員を超えた場合は抽選。定員に
満たない場合は 9時 30 分から電話申込可能。

【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

【場 所】出羽公園ふれあい花壇（JR武蔵野線側） 
【見 頃】8月上旬～中旬 ※8月 6日(土)～20 日(土)は ご自由に摘み取りができます。
【問合せ】出羽地区コミュニティ推進協議会 ☎９４０－７５２１（出羽地区センター内）

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.５０８

出羽地区納涼大会にご協賛いただいた皆様 ※順不同・敬称略 
医療法人 秀峰会 ㈱中新造園 ㈱サンエー緑化 宗教法人 迎摂院 ㈱水谷工務店 

㈱ハッピークリーン ㈲村山商会 ㈲はたや自動車 ㈲ヒルタ興業 JA 越谷市 中央支店

すがの歯科医院 ㈱丸友建設 東昭㈱ ㈱越谷タクシー ㈱金時米菓 

㈱エム企画 ㈲平澤興業 浅古建設㈱ ㈱櫻井建材店 アルファクラブ武蔵野㈱

松沢幼稚園 松沢保育園 ㈱鈴木組 ㈲銀のすず 青木信用金庫 越谷支店

メディカルブライアン 
株式会社シニアの杜・越谷 

特別養護老人ホーム
嘉祥園 

ワタキューセイモア㈱
関東支店 

介護老人保健施設
とまりや 

トマトショップタナカ ㈱曙運輸 ㈲ＥＶＥＲ・ＳＰＯＲＴＳ いしいのそば ナカジュク 

居彩家 琴 太陽建設工業㈱ 株式会社 よしずや 大間野町二丁目自治会 大間野町三丁目自治会

七左町一丁目自治会 ㈲河上工務店 七左町四丁目自治会 七左町六丁目自治会 七左町七丁目第二自治会

谷中町連合自治会 新越谷二丁目自治会 宮本町一丁目自治会 宮本町五丁目自治会 神明町一丁目自治会

七左町八丁目自治会 新川町一丁目自治会 宮本町三丁目自治会 宮本町四丁目自治会 神明町二丁目自治会

松葉自治会 観照院 新川町二丁目自治会 谷中町一丁目自治会 神明町三丁目自治会

武蔵野中学校 PTA 大間野小学校 PTA 佐々木 光弘 岩間 一男 河上 儀一 

７月 1７日（日）、出羽地区納涼大会が、出羽公園で開催されました。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、ステージ演出等は中止としましたが、新型コロナウイルスの終息を願って花火を打ち上げました。 

出羽地区自治会連合会、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他、各種団体の皆様、
出羽地区納涼大会の運営にご支援、ご協力頂き、誠にありがとうご
ざいました。また、下記の皆様方から、花火のご協賛と、出羽地区
自治会連合会より助成金をいただきましたことをご報告し、厚く御
礼申し上げます。【出羽地区納涼大会実行委員会】 

TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６
【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 
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■日 時：令和４年８月２０日（土）・２１（日） １０時から１７時 
■会 場：出羽地区センター・公民館 学習室Ａ 
■内 容：マイナンバーカード用の顔写真の撮影から申請までの手続き 
■お持ちいただくもの 
・ＱＲコード付きの申請用紙（タブレットで写真の撮影から、カードの申請までの手

続きが完了し、申請用紙の記入が不要になります。お手元にある方はできるだけお
持ちください。 
なくても申請は可能です。）※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です 

・「通知カード」をお持ちの方 
以下の本人確認書類Ａ１点またはＢ２点、及び「通知カード」 

・「通知カード」をお持ちでない方 
以下の本人確認書類Ａ２点またはＡ１点＋Ｂ１点 
本人確認書類の種類 

Ａ 
運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4 月以降のもの）、住民基本台
帳カード、パスポートなどの顔写真のある官公署発行のもの 

Ｂ 
健康保険証、介護保険証、公的年金証書、学生証、医療受給者証、ワク
チン接種券、診察券などで氏名・生年月日または氏名・住所が記載され
ているもの 

■マイナンバーカードのお受け取り方法 
 必要書類が全て確認できた場合は、約一月半後に簡易書留郵便等でマイナンバーカ
ードをお送りします。なお、必要書類が不足する場合は、後日、市役所（市民課）
の窓口に受取にお越しいただく必要がありますのでご了承ください。 

■注意事項 
・駐車場に限りがございますので、車でのお越しは極力お控えください。 
・申請用の写真を撮影しますので、お手続きには必ず申請者本人がお越しください。
・１５歳未満の方のマイナンバーカードを申請する場合は、本人及び法定代理人双方

の本人確認書類が必要です。また、本人と法定代理人が一緒にご来場ください。 
・住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの交付にあたって返納を

お願いしておりますのでお持ちください。（お忘れになっても申請は可能です。） 
・本出張申請会場では適切な写真の規格に基づき、写真撮影を行っておりますが、記

載内容や顔写真の不備により、申請が不受理となる場合があります。この場合、カ
ードを発行する地方公共団体情報システム機構より不備をお知らせする連絡が入
りますので、改めて申請をお願いします。 

■問合せ先：市民課マイナンバーカード担当  ☎０４８-９４０-８６０４ 

【日 時】9/7（水） 10 時～12 時  

9/14、9/21、9/28（水） 

     13 時 30 分～15 時 30 分 

  ※1 回のみの参加も可能。

【会 場】出羽地区センター・公民館

多目的ホール 

【参加費】無料 

【定 員】30 名 

【問合せ】生涯学習課 

☎９６３－９２８３ 

     出羽地区センター・公民館

☎９４０－７５２１

【日 時】9月 7日（水）10 時～13 時 
【会 場】出羽地区センター 
【内 容】ヘスメイト（越谷市食生活改善推

進員）による講話と調理実習 
【対 象】市内在住の方 8人 
【材料費】500 円 
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具、 

上履き（スリッパが苦手な方） 
【申込み】8月 9日（火）から 健康づくり 

推進課へ電話 
【問合せ】健康づくり推進課（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。

今年度、２０歳を迎える皆さん。あなたのアイデアで「二十歳のつどい」を
企画・運営してみませんか。ご希望の方は、下記までお申込ください。 
【式典開催日】令和 5 年（2023 年）1月 8 日（日） 

【対   象】平成14年4月2日から平成15年4月1日 

に生まれた方 

【締   切】令和4年8月31日（水）17時まで 

【申し込み先】出羽公民館運営協力委員会事務局(出羽公民館) ☎９４０－７５２１

※令和４年４月１日より成人年齢が１８歳に引き下げられましたが、越谷市では引き

続き２０歳の方を対象に式典を開催します。また、「成人式」の名称は「二十歳のつ

どい」に変更となりました。 

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 ８月
1 (月)

2 (火)  

3 (水)  

4 (木)  

5 (金)  

6 (土)

7 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】 

8 (月)

9 (火) シルバースクール 受付 

10 (水)

11 (木) 【休業日】山の日 

12 (金)

13 (土)

14 (日)

15 (月)

16 (火)

17 (水)  

18 (木) カキラ教室 受付 

19 (金)

20 (土) マイナンバー出張受付(２日間)

21 (日) 初めてのコーヒー教室 

22 (月)

23 (火)

24 (水) 

25 (木)

26 (金)

27 (土)

28 (日) 地区ユニカール大会 

29 (月)

30 (火)  

31 (水) 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

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 

出
羽
公
園
ふ
れ
あ
い
花
壇

ひ
ま
わ
り
摘
み
取
り
期
間


