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日  時 内  容 講  師 

２月１８日(土) 
午前１０時～１２時 

「子どものサポート 
～我が家流を考えよう～」 

NPO 法人子育てサポーター・チャオ 
近 澤 恵美子 氏 

２月１９日(日) 
午前１０時～１２時 

人権教育 
「子どもの権利と地域の大人の役割 
～誰もが暮らしやすい社会のために～」 

NPO 法人子育てサポーター・チャオ 
雲 雀 信 子 氏 

 
 子どもたちの健やかで豊かなこころを育む家庭づくりや、家庭内での人権
意識の高揚を図るため、必要な知識について習得する機会を提供します。 
 

【対象者】市内在住の小・中学生の保護者及び家庭教育に関心のある方 （各回３０名）
【会 場】出羽地区センター 学習室Ａ 【参加費】無料 
 

【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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TEL : ０４８－９４０－７５２１ ／ FAX : ０４８－９８５－６６２６
 出羽地区の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
 旧年中は、一昨年と同様にコロナ禍でさまざまな行事、事業が中止・縮小となりました。 
 本年こそは、一日でも早いコロナ禍の終息を願うとともに、各事業や催し物については、 

創意工夫を凝らした上で活動していきたいと考えております。本年も、生涯学習、地域
コミュニティ、地域福祉、防災救援等の地域活動の拠点として、更なる努力を重ねてま
いりますので、なお一層のご協力をお願い申し上げます。 

令和５年 元旦  出羽地区自治会連合会 
  出羽公民館運営協力委員会 

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 
出羽地区センター・公民館 

・期日  令和５年（２０２３年）１月８日（日） 
     受付：午後１時３０分～２時 式典：午後２時～２時３０分 催し物：午後３時～４時 
・会場  武蔵野中学校 体育館 
・対象  平成１４年４月２日～平成１５年４月１日に生まれた方 
・共催  越谷市出羽地区二十歳のつどい実行委員会・越谷市・越谷市教育委員会 
 ※案内状は、１１月１日現在、市内に住民登録している方に、１２月上旬に郵送しております。 

越谷市内いずれの会場にも参加できます。（送付された案内状をご持参のうえ、直接会場へお越しください） 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更する場合もあります。 

市ホームページの確認をお願いします。 
【重要】参加にあたり、マスク着用をお願いします。当日の体温が 37.5 度以上の方は来場をご遠慮ください。 
 
【問合せ】越谷市教育委員会 生涯学習課 ☎９６３－９２８３ 

出羽地区センター・公民館   ☎９４０－７５２１ 
 

【申込み】２月１日（水）午前９時から出羽地区センター窓口にてお申込みください
（先着順）。定員に満たなかった場合は、翌日より電話でも受け付けます。 

（定員になり次第終了） 
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ 

１１月２６日（土）に出羽公園グラウンド

にて、東京ヤクルトスワローズ OB の八重樫 

幸雄様、忰田 幸也様、宇佐美 康広様による

少年野球教室が行われました。 

当日は、越谷市内の１６チーム、１３６名

の子どもたちが参加し、憧れのプロ野球選手

から熱心に指導を受けていました。 

令和４年度の越谷市二十歳のつどいは、地域の皆さんとともに開催いたします。 
出羽地区二十歳のつどいは、武蔵野中学校を会場に実施いたします。二十歳のつどいは、大人の仲間入りを 
する大切な節目です。式典終了後に、手作りの催し物も企画しておりますので、是非おいでください。 

１２月４日（日）に駅伝競走大会が実施され、出羽地区は地
区対抗の部で第５位の好成績を収めました。 

また第５区では区間賞を受賞いたしました。 
選手・役員の皆さん、大変お疲れ様でした。入賞おめでとう

ございます。 

●水耕栽培用球根植え付け   １月２９日（日） 午前９時～   

●出羽公園ふれあい花壇の除草・七左エ門川の清掃 

２月１２日（日）午前９時～  

【申込み・問合せ】 

出羽地区コミュニテイ推進協議会 

（出羽地区センター内） ☎９４０－７５２１ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

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 １月 

1 (日)【休所日】年始のため 

2 (月)【休所日】年始のため 

3 (火)【休所日】年始のため 

4 (水)  

5 (木)  

6 (金) 

7 (土)  

8 (日)
【市民課開庁日】9:00～16:00 

出羽地区二十歳のつどい（武蔵野中学校）

9 (月)【休業日】成人の日 

10 (火) 

11 (水)  

12 (木)  

13 (金) 

14 (土)  

15 (日)  

16 (月) 

17 (火)
楽しいレクダンス教室申込み 
女性セミナー 申込み 

18 (水) 出羽地区センター停電 
（午前 9 時３０分～11 時頃） 

19 (木)  

20 (金)  

21 (土) ドローン操縦体験会 

22 (日)   

23 (月)  

24 (火) 館内清掃 

25 (水)  

26 (木)  

27 (金)  

28 (土)  

29 (日) チューリップ水耕栽培球根植え 

30 (月) 女性セミナー①  

31 (火) 館報配送 

  ※【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。 

※【休所日】は、施設の貸し出しを含め 

 た全ての業務が休みになります。施設 

管理人も不在となります。 

※ 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 

 

 

【日 時】令和５年２月７日、１４日、２１日（各火曜日の全３回） 
     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】市内在住の成人女性 ２０人 【費 用】無 料 
【講 師】斉藤 良枝 氏 
【参加者用意】動きやすい服装、室内履き(あれば)、タオル、飲み物、マスク 等 
【申込み】１月１７日(火)午前９時から直接出羽地区センター・公民館窓口にて申し 

込み下さい。（申込順）当日、定員に満たなかった場合は、午前１０時か 
ら電話での受付可能とし、その後定員になり次第終了となります。 

【問合せ】出羽地区センター・公民館 ☎940-7521 

【日 時】令和５年２月５日（日）開演：13：00（開場：12：20 予定） 

【会 場】サンシティ越谷市民ホール 大ホール・小ホール 
【出演団体】＜大ホール 吹奏楽＞越谷市消防音楽隊、虹色少女とゆかいな仲間たち、越

谷市音楽団、埼玉プレミアブラス、獨協埼玉中学校、獨協埼玉高等学校 
 ＜小ホール ビッグバンドジャズ＞BSF Jazz Orchestra、DREAM  

SWING KINGDOM、K-magic Swing Orchestra、いわつき Music  
Factory、ALL SWING JAZZ ORCHESTRA 

【入場料】無料 ※整理券の事前配布はございません。当日会場に直接お越し下さい。 
定員に達した場合は、入場をお待ちいただく場合がございます。 

【主 催】こしがやミュージックフェスタ実行委員会・市内全１３公民館 
【新型コロナウイルス感染拡大防止対策について】 

※発熱（目安として 37.5℃）や咳などの症状、体調不良の方のご来場はお 
控えください。 

※新型コロナウイルス感染症対策として、ご来場の際は必ずマスクを着用 
し、咳エチケットの徹底、手指の消毒、事前の検温をお願いします。ま 
た、感染拡大防止のため、公演当日、ご来場者様の個人情報をご提供い 
ただきます。いただきました個人情報は必要に応じて保健所等の公的機 
関へ提供する場合があります。あらかじめご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染防止対策は、今後の状況によって変更になる場 
合がございます。 

【問合せ】大袋地区センター・公民館 ℡９７５－３９５２ 

法定電気点検のため、1 月 1８日（水）午前９時３０分～1１時頃まで出羽地区
センター・公民館が停電となります。 

それに伴い、当日午前８時３０分～正午までの部屋の貸し出し、各種証明書の交
付、施設の予約・変更・取消等の手続き、印刷機やエレベーターの利用、および、
出羽地区センター・公民館、地域包括支援センター出羽への電話ができません。 
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

【問合せ】出羽地区センター・公民館 ☎940-7521 
 

■日時：令和 5 年 2 月 19 日（日） 開演 13 時 30 分 
■会場：サンシティ越谷市民ホール（大ホール） 
■入場：無料（事前申込み必要） 
■申込み方法：右記の二次元コードから電子申請で申込み。 

または、往復はがきの往信面に第 25 回越谷市消防音楽隊定期 
演奏会申込み・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・日中連絡が 
取れる電話番号・入場希望者数（3 人まで）・車いす席を希望す 
る場合はその席数を、返信面に郵便番号・住所・氏名（後ろに 
「様」を付記）を記入し、郵送（1 月 23 日（月）必着）で予防課へ。 

■締切り：1 月 23 日（月） 
■問合せ：消防局予防課 048-974-0103 

出羽地区センターは、１２月２９日（木）から１月３日（火）まで休館となります。
開館は、１月４日（水）８時３０分からとなります。令和５年度もよろしくお願い
いたします。                  出羽地区センター・公民館 

懐かしい曲と共にレッツダンス♪ 


