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日本の伝統文化である折り紙を使って、小笠原びなを作っ
てみませんか。
越谷市では、市民のスポーツ・レクリエーションの普及振興
のため、地区スポ・レク推進委員会のもと小学校体育施設を学
校教育に支障のない範囲において開放しております。
【利用団体】北越谷小学校の校庭・体育館(土曜日の午後、日曜日・祝日の午前・午後)
及びナイター施設(４月～１１月：１９時～２１時)を利用する団体
【団体の構成】地区住民１０名以上で編成し、かつ監督者として成人
が含まれていること
【登録方法】２月１０日（日）までに、所定の用紙にご記入の上、
北越谷地区センター・公民館へ
※用紙は、北越谷地区センター・公民館にあります。
【説明会】２月２３日(土)１０時００分～
北越谷地区センター・公民館にて
【問合せ】北越谷地区スポ・レク推進委員会
(北越谷地区センター・公民館内)９７６－５７５８

【期 日 】 ３月５日（火）
【時 間 】 ９時３０分～１２時００分
【会

場】北越谷地区センター・公民館 小会議室

【参 加 費】無料（材料は公民館で用意します）
【対

象】市内在住の方 １５名

【講

師】小板橋 春枝 氏

【小笠原びな】

【申 込 み】２月１９日（火）８時３０分から窓口・電話
にて受付（申込み順）
【問合せ】北越谷地区センター・公民館
９７６－５７５８

親子で楽しみながら子育てを学んでみませんか♪
日
１

時

２月２１日（木）

内

容

親子遊び
持ち物：工作セット、親子の上履き

【日 時】 ３月３日（日） 受付９時１５分～、開会式９時３０分
練習９時４０分、試合開始１０時００分、終了予定１２時００分
【場 所】 市立第２体育館
【対 象】 北越谷地区内在住者（小学生以上）
【チーム編成】 １チーム３名で編成し、チーム編成はスポ・レク推進
委員会にて行います。
【参加費】 無料
【持ち物】 体育館用運動靴（上履き）
【競技方法】 各リーグ４チームのリーグ戦（各チームとも３試合）に
て行います。また、参加チームの各リーグへの割り振
りは、スポ・レク推進委員会にて行います。
【表 彰】 リーグごとに１位～３位及び参加賞
（全員に賞品を用意します。）
【申込み】 ２月１日（金）から２月１５日（金）までに【２月１１日
（月）は除く】下記にお申し込みください。（電話可）
【問合せ】 北越谷地区センター・公民館
９７６－５７５８
初心者でも大丈夫(^_^)v

【日 時】
【場 所】
【講 師】
【主 催】
【問合せ】

２月２３日（土）１３時３０分～１５時３０分
北越谷地区センター・公民館 大会議室
池田 広 氏（北越谷小学校 校長）
北越谷地区青少年指導員協議会
北越谷地区センター・公民館 976-5758

保育
同
室

ダンス＆ストレッチ
２

別
２月２８日（木） ※動きやすい服装でお越し下さい
室
持ち物：飲み物、タオル、保育セット、
靴（スリッパ・サンダル不可）

調理「簡単で素早く！楽しいランチ」

別
持ち物：保育セット、エプロン、布巾、 室
三角巾
・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）
・保育セット（飲み物、おむつ、着替え：１つにまとめて記名してください）
【場 所】北越谷地区センター・公民館
【時 間】１０時００分～１２時００分
【講 師】子育てサポーター・チャオ
【対 象】市内在住の２～３歳児とその保護者 ２０組
【参加費】６００円 ※全３回
【申込み】２月７日（木）１０時００分～１０時１５分の間に参
加費を添えて直接北越谷地区センター・公民館まで
※定員を超えた場合は抽選、電話申込み不可
【問合せ】北越谷地区センター・公民館 ９７６－５７５８
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３月 ７日（木）

【テーマ】
【講 師】
【日 時】
【会 場】
【参加費】
【定 員】
【申込み】

高齢者見守り講座
石河 優子 氏（弁護士）
２月２２日（金）１４時３０分～１６時００分
越谷市中央市民会館５階 第４～６会議室
無料
１００名（申込み順）
２月１日（金）より電話または市ホームページの電子
申請にて、くらし安心課まで（９６３-９１５６）

１２月２１日（金）北越谷地区センター・公民館において地区
予選会が開催されました。上位の結果は下記のとおりです。
２月１１日（月）に行われる「越谷市かるた取り大会」でも
がんばってください！！
＜個人＞
（敬称略）
第１位

第２位

門馬 春奈

山口 千尋

第３位
富永 翼
佐藤 楓香

去る１月１３日（日）栄進中学校体育館において、平成３０
年度越谷市大沢・北越谷地区成人式が開催されました。
多くの新成人が式典に出席し大人への仲間入りをしました。
また、準備、運営には地区の皆様の全面的なご協力をいただ
き、新成人の門出を祝福するにふさわしい、大沢・北越谷地区
ならではの心のこもった成人式を開催することができました。
ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

＜団体＞
第１位

越 谷 市 ・ 越 谷 市 教 育 委 員 会
越谷市大沢・北越谷地区成人式実行委員会

Ａブロック

澤 幸美、木塚 悠大、恒藤 佐智恵

Ｂブロック

志賀 彰太、中島 梓沙、須海 輝海

Ｃブロック

小田嶋 もも、鈴木 亮汰、本間 駈琉

●平成３０年度大沢・北越谷地区成人式に欠席された新成人の方へ
記念品及び記念パンフレットを北越谷地区センター・公民館
にてお渡しいたします。お手数ですが、成人式案内ハガキを
お持ちいただき、お越しください。
対応可能日・時間：祝日を除く、８時３０分～１７時１５分

Ｄブロック

黒田 陽和、中島 苺夏、小田嶋 翔太

市では、公共施設の今後のあり方に関する基本的な方向性
について定めた「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設用
途分類別の具体的な方向性を示す「アクションプラン」を策定す
るため、検討を行っております。
このたびアクションプランの素案を作成しましたので、概要の
説明及び施設の方向性に関する意見交換を行います。
ぜひご参加ください。
【日 時】 ２月１８日（月） １９時から
【場 所】 北越谷地区センター・公民館 大会議室
【対象者】 市内在住の方
【内 容】 ①アクションプラン（素案）の概要説明
②北越谷地区における公共施設についての意見交換
【申込み】 ２月１２日（火）までに氏名・住所・電話番号を電話・
窓口・メールにて北越谷地区センター・公民館または
公共施設マネジメント推進課までお申込みください。
北越谷地区センター・公民館（祝日除く）
９７６－５７５８
kitakoshigayachiku@city.koshigaya.lg.jp
公共施設マネジメント推進課（土・日・祝日除く）
９６３－９１２４
 komane@city.koshigaya.lg.jp

この研修会は、市内におけるスポーツ指導者の養成と資質
の向上を目的としています。高齢者へのスポーツ指導を行っ
ている指導者の方、または興味がある方大歓迎！トレーニン
グなど実技を交えて講習します！
【日 時】３月２日（土）１３：３０～１６：００
【場 所】越谷市立西体育館（越谷市七左町４－２２３）
【テーマ】元気に運動！しっかり貯筋！
～シルバー世代が充実した生活を送るためには～
【講 師】文教大学 渡辺 律子 教授
【対 象】スポーツ・レクリエーション指導者
スポーツ・レクリエーション指導者を志す方６０名（申込み順）
【参加費】無料
【持ち物】室内用運動靴、フェイスタオル（長めの物）、
バスタオル、飲み物、筆記用具、運動のできる服装
【申込み】２月２２日（金）までにスポーツ振興課へ電話また
は窓口にて受付（９６３－９２８４）

受け取り期限：平成３１年（2019 年）３月３１日（日）

現在 22 名の高齢者や障がい者の方の後見人等として活
動されている、司法書士の酒井氏が、実際の事例を用いて、
成年後見制度について講演します。
【日 時】２月 27 日（水）1０時１５分から１２時１５分まで（開場９時４５分）
【場 所】越谷市中央市民会館 １階劇場
【講 師】リーガルサポート東京支部副支部長
酒井 優さん（司法書士）
【対 象】市内在住・在勤・在学の方
【定 員】３００名
手話通訳・要約筆記
【参加費】無料
あります。
【申込み】先着順で、当日受付
【問合せ】成年後見センターこしがや（越谷市社会福祉協議会内）
９６６-２２８１
２月の地区センターカレンダー
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・・・貸館のみの業務日
★３日（日）9：00～16：00 は各種証明書発行業務がご利用いただけます。
※１１日（月)祝日は、貸館のみの業務となります。（施設管理人が対応します）
各種証明書発行 ･･･ 8：30 ～ 17：15（祝日を除く､月曜～金曜）
施 設 窓 口 申 請 ･･･ 8：30 ～ 17：15（祝日､年末年始を除く）
施 設 利 用 ･･･ 8：30 ～ 21：30（年末年始を除く）

