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親 子 で 楽 し く ふ れ あ い ま し ょ う ！

第５０回出羽地区体育祭中止のお知らせ

11 月 ２日(水) 楽しく体を動かそう

1１月 ９日(水) おいもパーティー 

1１月１６日(水) 絵本の世界で遊ぼう

【持ち物】工作セット（クレヨン、のり、セロテープ、はさ 
み、レジャーシート）、上履き（かかとのあるもの）

【参加費】１５０円（材料費３回分） 
【講  師】子育てサポーター“チャオ” 
【問合せ】出羽地区センター☎９４０-７５２１ 
【内 容】 

出羽公園を花で明るく、賑やかな公園にしていくため、ボランティアの方を募集しています。 
花が好きな方、出羽公園をもっと素敵な公園にしていただける方、募集中です。 
ご協力いただける方は出羽地区センターまでご連絡ください。 

【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） 

 第５０回出羽地区体育祭の開催につきまして、出羽地区体育祭実行委員会で協議した結果、新型コロナウイルス
感染症が猛威を振るう中開催することは困難であるとの結論に至りやむを得ず「中止」することといたしました。 
 参加を楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんがご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 また、次回開催の際にはたくさんの方がご参加いただけますようお願い申し上げます。 

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

【日 時】令和４年１１月６日（日） 小雨決行  午前８時３０分～ 
【会 場】しらこばと運動公園競技場（越谷市小曽川７２９－１） 
【対 象】市内在住･在勤･在学者および越谷市が好きな方 
【内 容】陸上競技場…★地区対抗種目：子ども玉入れ､紅白玉入れ､リレー 

★一般参加種目：50m走､100m走､1500m走､紅白玉一発チャレンジ､紅白玉入れ, 
        親子 50m 走､4×100mリレー､親子 400mリレー 
★一般特別種目：ガチンコ 100m競走 

庭 球 場…ファミリーダブルステニス大会 
      ★親子ダブルス（小学生～高校生と 18歳以上のペア 計 4 部門） 
      ★夫婦ダブルス 

【申込み】地区申込 ９/１（木）～１４（水） ※団体種目のみ 
電子申請 ９/１５（木）～３０（金）
※定員に達した場合抽選となり、定員に空きがある場合のみ電話受付 
(１０/４（火）～７（金）)、当日申込(一部種目を除く)をします。 
詳細は右記二次元コードからホームページをご覧ください。 

【問合せ】スポーツ振興課☎９６３-９２８４ 

【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

９ 

【日 程】令和４年１１月２日、９日、1６日 

     毎週水曜日 全３回

【時 間】午前１０時～１１時３０分 
【会  場】出羽地区センター 多目的ホール他 
【対象者】１歳半から３歳児までとその保護者１０組 
【申込み】１０月５日（水）午前９時～１０月１９日

（水）までに参加費を添えて直接出羽地区
センターへお申し込みください。なお、定
員になり次第申し込みを終了とします。 

※マスクの着用をお願いします。体調の悪い場合は参
加をご遠慮ください。 

 １０月下旬に開催を予定しておりました、第７７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



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 ９月
1 (木)

2 (金)

3 (土)

4 (日) 市民課開庁日【9:00～16:00】

5 (月)

6 (火) 出羽シルバースクール② 

7 (水) 人権教育指導研修① 

8 (木) カキラ楽々体操教室 

9 (金)

10 (土)

11 (日)

12 (月)

13 (火) 出羽シルバースクール③ 

14 (水) 人権教育指導研修② 

15 (木)

16 (金)

17 (土)

18 (日)

19 (月)【休業日】 敬老の日 

20 (火) 出羽シルバースクール④ 

21 (水) 人権教育指導研修③ 

22 (木)

23 (金) 【休業日】 秋分の日 

24 (土)

25 (日)

26 (月)

27 (火)

28 (水) 人権教育指導研修④ 

29 (木)

30 (金)
館報配送日 
館内清掃 

※【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 

高齢者を狙ったオレオレ詐欺等の電話による特殊詐欺を防止するために、通話録
音機器を貸し出します。「通話録音機器」は、呼び出し音が鳴る前に電話をかけて 
きた相手に対し通話内容を録音する旨のメッセージを流し、通話が始まってからは
自動的に通話内容を録音します。 

【申請期間】 令和４年９月８日（木）～ 
※先着順の申込みであるため、申請台数に達し次第、貸与の受付を終 
了しますのでご了承ください。 

【対 象 者】 市内在住の６５歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当するもの 
①単身世帯②高齢者のみの世帯③日中高齢者のみとなる世帯 

【台    数】１００台（先着順）※１世帯１台 
【貸与期間】原則として１年 
【申請方法】申請書を直接、または郵送でくらし安心課へ提出。 

市ホームページから電子申請、二次元コードから 
も申請可能。 

【問 合 せ】 くらし安心課 TEL 048-963-9156 
※注意 取付けは説明書を参考に、ご自身で行ってもらいます。 

市職員や事業者は取付けを行いません。 

【期 間】８月１５日（月）から９月１５日（木）まで（土曜・日曜日、祝日を除く）
午前９時～午後４時３０分 

【場 所】越谷市役所廃棄物指導課（第三庁舎４階）、出羽地区センター、 
川口市戸塚環境センター（川口市大字藤兵衛新田２９０） 

【内 容】産業廃棄物収集運搬業の積替え又は保管を行うための施設の設置に係る
「産業廃棄物処理施設設置等事業計画書」および「生活環境保全対策書」。
事業計画地は新川町一丁目地内。 
○計画に対する意見書の提出 

【対 象】事業計画地から２００メートル以内の関係住民等（新川町一丁目の一部、
七左町四丁目の一部、川口市大字藤兵衛新田の一部） 

【提出方法】令和４年９月２９日（木）まで（消印有効）に、意見書を縦覧場所に直接
お持ちいただくか、廃棄物指導課へ郵送。意見書用紙は縦覧場所で配布す
るほか、市ホームページから印刷できます。 

【問合せ】越谷市役所廃棄物指導課 ℡９６３－９１８８ 

越谷市を拠点として協働のまちづくりを推進している市民活動団体やボランティア
団体等が、日頃の活動を発表等する場として開催します。 
【日時】令和４年１０月８日（土）９時３０分～１５時３０分 ※会場９時 
【会場】越谷市中央市民会館全館（前庭・劇場含む） 

○劇  場：市民活動団体による公演、落語家三遊亭圓雀（友情出演）など 
○前  庭：模擬店の出店など 
○１～４階：各団体の活動紹介や市関係各課による展示など 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、状況に応じてイベントの中止または内容を
変更する可能性があります。ご了承ください。 
※ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いいたします。 
【問合せ】越谷市役所市民活動支援課 電話：９６３－９１５３ 

「就業構造基本調査」は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的と
して、5 年に 1 度実施される国の重要な統計調査の一つです。 
調査結果は、雇用政策、経済政策などの企画・立案のための基礎資料として活用され
ます。 
10 月 1 日（土）を基準日として、無作為に選ばれた世帯（越谷市では約 770 世

帯）を対象に実施されます。 
９月上旬から、調査員が対象地域を訪問し、調査をお願いする世帯には調査票を配

布しますので、調査の趣旨をご理解いただき、 
ご回答をお願いいたします。 
【問合せ】政策課（統計） 

TEL048-963-9121 

二次元コード


