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【日
時】５月１２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】５月７日（火）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。
※参加チームは下記の代表者会議に参加してください。
【代表者会議】５月９日（木）午後７時 出羽地区センター 地域活動会議室
【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

身体を動かして遊んだり、料理を作ったりし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１２日(水)

「カズーをならそう」

６月１９日(水)

「新聞紙であそぼう」

６月２６日(水)

親の学習「話そう！イヤイヤ、困
ったの上手なつきあいかた」

７月

親子学習「楽しくクッキング」

３日(水)

７月１０日(水)

「魚つりに行こう！」

【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】２・３歳児とその保護者２０組
【講 師】子育てサポーター“チャオ”
【参加費】親子１組 ７００円（子ども２名参加は１，３５０円）
【申込み】５月１５日（水）午前９時から９時１５分の間に、参加費を添えて直接下
記へ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
を実施します。）
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０-７５２１

出羽地区野球連盟では、新規加盟チーム(一般の部)を募集します。本連盟は、
野球を楽しむことはもちろん、会員相互の親睦や出羽地区の興隆に貢献すること
を目的として、活動しています。皆様の参加をお待ちしています！
【年間活動】春季大会、秋季大会、講習会ほか
【問 合 せ】出羽地区野球連盟事務局（出羽地区センター内）
☎９４０－７５２１

※「チームに所属していないけど野球がやりたい！」という方もお気軽
に上記までご連絡ください！連盟所属のチームを紹介します！

６月２日（日）、江戸川広域運動公園グラウンドにおい
て「第６４回市民体育祭地区対抗ソフトボール大会」が開
催されます。出羽地区では、この大会に参加する女子選手
を募集しています。
あなたも出羽地区の代表選手として参加してみません
か？
【対象者】出羽地区在住の１８歳以上の女性（経験者歓迎）
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１

出羽地区センターは、下記のとおり、選挙の投票所となるため、臨時休業となります。

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、出羽地区防災
組織連絡協議会の協力により『出羽地
地区センターの利用受付、図書貸出し・返却、学校体育施設の鍵の貸出し・返却、印刷機使用等
区防災マップ』が完成しました。
はできません。
今回の出羽 地区セ ンターだ よりと
また、４月７日（日）の市民課休日窓口に伴う証明書発行業務も行いませんので、お手数ですが、
併せて配付いたしますので、ご活用い
市民課または増林、大袋、大沢、南越谷地区センターをご利用ください。
ただき、日頃からの備えを万全にしま
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１
しょう。
出羽地区センター
・４月 ６日（土）正午
・４月２０日（土）正午

～
～

４月 ７日（日）終日
４月２１日（日）終日

市民課 ☎９６３－９１２６

埼玉県議会議員一般選挙
越谷市議会議員選挙

【日 時】４月 ８日（月）
３月１７日（日）、出羽地区センター・多目的ホールにて、平成３０年度 第２回 出羽地区ユニカ
ール大会が開催されました。
当日は全１２チームが参加し、非常に熱い戦いが繰り広げられました。参加者の皆様、役員の皆様、
大変お疲れ様でした。

～ユニカール大会 結果～
A リーグ
B リーグ
C リーグ

優 勝
準優勝
優 勝
準優勝
優 勝
準優勝

ライブＡ
七左町５丁目Ｂ
七左１丁目中埜チーム
七左町５丁目Ｃ
神明３丁目
七左町５丁目Ａ

【期
【会

日】５月１７日（金）
出羽地区 団体戦 過去の成績
場】紫あやめ３６ 東コース
（千葉県野田市鶴奉 463-１）現地集合
第 65 回 優勝
【参加資格】市内在住の方（在勤不可）
第 66 回 準優勝
【参 加 費】３，５００円（賞品代等）
第 67 回 第３位
プレー費は、各自負担（１２，０００円 セルフ
第 68 回 第３位
プレー、カート、昼食・ソフトドリンク付 税込）
第 69 回 準優勝
【競技方法】（個人戦）１８ホール 新ペリア方式
（団体戦）各地区上位５名の合計
【申 込 み】４月１８日（木）までに参加費を添えて各地区センター・公民館へお申込みください。
【主
催】越谷市民ゴルフ運営委員会
【後
援】越谷市・越谷市教育委員会
【問 合 せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３

４ 月２２日（月）
午前１１時３０分頃～
【会 場】出羽地区センター
談話コーナー
【実施者】医療法人秀峰会 生徳診療所
【問合せ】出羽地区センター
☎９４０－７５２１
障害福祉課
☎９６３－９１６４

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 ４月
1 (月)
2 (火)
3 (水)
4 (木)
5 (金)
6 (土)

【選挙準備のため正午～臨時休業】

7 (日)

【臨時休業日】 埼玉県議会議員選挙
春季ソフトボール大会①

8 (月) 就労訓練（パン販売）

私たちと一緒に運動を始めてみませんか？

※申込は、原則電子申請となります！

9 (火)

【会場】出羽地区センター・４５名
【日時】５月１７日（金）～７月１２日（金）（５月３１日（金）を除く）、毎週金曜日
午後１時３０分～３時 ※初回のみ２時間、全８回コース
【内容】健康チェック、健康講話、健康体操、ハッポちゃん体操
【対象者】市内在住のおおむね４０歳以上で、初回を含め毎回参加できる方（運動制限のない方）
【持ち物】飲み物、タオル、室内用運動靴
【申込み期間】電子申請での申込み：４月８日（月）～４月１４日（日）
電話での申込み：４月１７日（水）～４月２５日（木）
【申込み方法】申込み期間中に市ホームページから電子申請または電話でスポーツ振興課へ。
※申込は電子申請が優先です。
※定員に達した場合電話での申込はできません。
※申込方法によって申込期間が異なりますのでご注意ください。
※複数会場の参加はできません。
※健康チェックの結果によっては参加をお断りする場合があります。
※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。

10 (水)

【問合せ】スポーツ振興課 ☎９６３－９２８４
市民健康課（越谷市立保健センター） ☎９７８－３５１１

11 (木)
12 (金)
13 (土)
14 (日) 春季ソフトボール大会②
15 (月)
16 (火)
17 (水)
18 (木)
19 (金)
20 (土)
21 (日)

【選挙準備のため正午～臨時休業】

【臨時休業日】 越谷市議会議員選挙
一般野球①

22 (月) 就労訓練（パン販売）
23 (火)
24 (水)
25 (木)
26 (金)
27 (土)
28 (日) 一般野球②
29 (月) 【休業日】≪昭和の日≫

○出羽地区スポ・レク推進委員会 総会
【日 時】５月 ５日(日) 午前１０時～
○出羽公民館運営協力委員会 総会
【日 時】５月１１日(土) 午前１０時～
○出羽地区コミュニティ推進協議会 総会
【日 時】５月１１日(土) 午前１１時～
※ 会場はいずれも出羽地区センター・地域活動
会議室となります。

出羽地区センターでの忘れ物が多くなってい
ます。お帰りの際などはもう一度身の回りを確
認し、忘れ物がないよう気をつけましょう。
忘れ物のお心当たりのある方は確認にお越し
下さい。施設内で見つかった忘れ物については、
当面の間保管しておりますが、一定期間をすぎ
ますと処分させていただきますので、ご了承下
さい。

30 (火) 【休業日】≪退位の日≫
※【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。
※ 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

