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【編集発行】 越ヶ谷地区センター・公民館
〒３４３−０８１３ 越谷市越ヶ谷四丁目１番１号（越谷市中央市民会館内）
ＴＥＬ：９６５−３０９３ ＦＡＸ：９６５−３０９７

№１８４

【問合せ・申込先】

〒343-0813
越谷市越ヶ谷 4-1-1
越ヶ谷地区センター･公民館 ℡:965-3093

【日

時】７月１０日〜９月１８日 毎週水曜日(８月１４日を除く) 全１０回
午後７時〜午後９時
【会 場】越ヶ谷地区センター・公民館 大会議室（中央市民会館 ３階）
【内 容】中学英語の復習をしながら英会話を学ぶ
【対 象】英語を基礎から学習したい市内在住・在勤の成人２５名
【参加費】無料
【講 師】房田 利雄 氏
【申込み】往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、
６月１６日(日)必着で越ヶ谷地区センター・公民館へ(申込多数
の場合は抽選)。定員に満たない場合は６月１９日(水)から
電話で受付いたします。※申込み結果の返信は６月１８日（火）以降に発送いたします。

花火大会に浴衣を着て出かけてみませんか。
【日

電子申請は
こちらから

時】７月２４日（水）、２５日（木）、２６日（金）
全３回 午後７時〜午後９時
【会 場】越ヶ谷地区センター・公民館 和室（中央市民会館 ３階）
【対 象】市内在住、在学、在勤の女性 １２名
【参加費】無料
【講 師】大沼 眞由美 氏
【持ち物】浴衣、半幅帯(へこ帯不可)、伊達じめ又は帯ベルト(１本)、腰ひも(３本)
【持ち物】肌襦袢、すそよけ(浴衣用下着、スリップ等)、髪を束ねるもの(髪ゴム等)
【申込み】６月１９日(水)午前８時３０分から越ヶ谷地区センター・公民館へ(申込み順)。
電話・電子申請可。

【日 時】６月５日〜７月３日 毎週水曜日 全５回 午後７時〜午後９時
【会 場】越ヶ谷地区センター・公民館 大会議室(中央市民会館３階)
【対 象】市内在住・在勤の方４０名 【参加費】無料
【講 師】高橋 千劔破 氏（文芸評論家、元「歴史読本」編集長） 空きがございます。
ぜひ、ご参加下さい！
【申込み】電話で越ヶ谷地区センター・公民館へお申込み下さい。

【日 時】８月１日（木）午前１０時〜正午
【会 場】越ヶ谷地区センター・公民館 大会議室（中央市民会館 ３階）
【対 象】市内在住・在学の小学校３年生以上の小学生 ２０名
【参加費】５００円（材料費） 【講 師】山内 忠久 氏
【持ち物】筆記用具、はさみ
【申込み】電話で６月２０日(木)午前８時３０分から越ヶ谷地区センター
・公民館へ申し込み。（申込み順）。参加費は７月１８日（木）
までに越ヶ谷地区センター・公民館へ。

【日
【会
【対
【講

時】８月５日（月）、６日（火）午前１０時〜午前１１時３０分
場】中央市民会館 工作工芸室、越ヶ谷地区センター・公民館 和室（中央市民会館３階）
象】市内在住の小学生とその保護者８組 【参加費】８００円（材料費）
昨年度の様子
師】華道 ５日（月）越ヶ谷婦人会 栗原 敦子 氏
茶道 ６日（火）越ヶ谷婦人会 田中 愛子 氏
【持ち物】花切りばさみ、花を包むもの（華道）、白い靴下（茶道）
【申込み】往復はがきに講座名、住所、氏名（親子）、学年、電話
番号を記入し、７月１１日(木)必着で越ヶ谷地区センター
・公民館へ(申込多数の場合は抽選)。定員に満たない場合
は７月１３日（土）から電話で受付いたします。参加費は
７月２８日（日）までに越ヶ谷地区センター・公民館へ。

昨年度の様子

地区の自然について学びましょう！

【日 時 】 ７月１４日（日）
午前９時〜正午（小雨実施）
※雨天の場合は地区センターで勉強会を開催します。
【内 容 】 自然ウォッチング
①水質調査
・・・・・・透視度・ＣＯＤ・ＰＨを測定
②水中の生きもの観察 ・・・・・・水中の生きものなどの観察・ザリガニ釣り、クリーン作戦
【集 合 】 中央市民会館 １階ロビー集合
【コース】 中央市民会館→新平和橋→ボート小屋→クリーン作戦→中央市民会館
【対 象 】 市内在住者（小学校３年生以下は保護者同伴) ５０名
【参加費】 無料
【持ち物】 筆記用具、水筒、日よけの帽子、軍手、スーパーの袋、水の入る虫かご
服装は、出来るだけ長袖、長ズボン
【申込み】 ６月２３日（日）までに越ヶ谷地区コミュニティ推進協議会事務局
(越ヶ谷地区センター・公民館)へ ℡９６５−３０９３

〜花火大会の翌日、越ヶ谷地区の美化活動に参加しませんか〜

前回の様子

【日 時】７月２８日(日) 午前８時３０分〜午前１０時(小雨実施)
【集 合】中央市民会館 １階ロビー
【コース】駅前通り付近並びに市役所・中央市民会館周辺
【対 象】越ヶ谷地区コミュニティ推進協議会会員
越ヶ谷地区内在住・在勤・在学の方
(小学３年生以下は保護者同伴)１００名
※中・高生のボランティアも募集しています。
【申込み】７月１３日(土)までに越ヶ谷地区コミュニティ推進協議会事務局
（越ヶ谷地区センター・公民館）へ ℡９６５−３０９３

【日 時】７月７日（日） 選手集合 午前８時４５分 開会式 午前９時
【会 場】越ヶ谷小学校 体育館
【参加資格】越ヶ谷地区内に在住する小学校高学年以上の方
【編 成】１チームは１５名以内。男女混合９人制。女子だけでも可。
【申込み】６月２３日（日）午後５時までに越ヶ谷地区スポ･レク推進委員会事務局（越ヶ谷地区
センター・公民館）へ参加申込書を提出（ＦＡＸでも受付します)。
参加申込書は越ヶ谷地区センター・公民館にございます。

５月１２日（日）、中央中学校校庭にて、第１１回越ヶ谷地区グラウンドゴルフ大会、同校体育
館にて、第１６回越ヶ谷地区ビーチボール大会が開催されました。当日は、参加者同士がスポーツ
を通して交流を深めることが出来ました。役員をはじめ、たくさんの参加者のみなさん、ご協力あ
りがとうございました。
また、６月２３日（日）に総合体育館にて市民体育祭地区対抗ビーチボール大会・市民体育祭地区
対抗卓球大会が行われます。みなさんのご声援をお待ちしています。また会場周辺の施設・店舗の
駐車場は駐車禁止となっております。駐車場には限りがございますので、相乗りまたは公共交通機
関のご利用をお願いいたします。
★大会結果★
優
勝
宮
準優勝
松
第３位
杉

川 堅 司さん
山 みつ江さん
山 順 子さん
参加者のみなさん

★大会結果★
優 勝 ピーチパイ
準優勝 赤１ムーンドッグス
第３位

チーム山上

今後の家庭教育の充実や学校・家庭・地域の連携
による青少年の非行防止と健全育成の重要性を改
めて考えましょう。
【日

時】７月２０日（土）
受付 午後１時１０分
開会 午後１時４０分
講演 午後２時〜午後３時１０分
【会 場】越谷市中央市民会館５階
第４〜６会議室
【内 容】『ＡＩに負けない社会人になるために』
【講 師】獨協医科大学埼玉医療センター
脳神経外科
主任教授 鈴木 謙介 氏
【申込み】７月５日（金）までに越ヶ谷地区
センター・公民館へ（電話申込可）
【主 催】越ヶ谷地区青少年指導員協議会
【問合せ】越ヶ谷地区センター・公民館
※人数に余裕があれば、前日まで受付します。
※どなたでも参加できます。お誘い合わせ上、
ぜひご参加ください。
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日
月
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木
金

8 土

9 日
10 月
11 火
12 水

15 土

① エピソード
見えなくなったその時、そして今は…
② ＤＶＤ「あるっく」 上映
（見えない・見えにくい人へのサポートガイド）
③ ガイド歩行のポイント
見えない・見えにくい人たちへの 目配り、気配り
④ ガイド体験・福祉マナー

【会

施設利用空き施設申込開始（９月分）
歴史教養講座③

20 木
21 金
22 土

24
25
26
27
28

越谷市弥生町１−９ 山﨑ビル２Ｆ
【後 援】越谷市
【協 力】越ヶ谷地区センター・公民館

世代間交流促進事業「紅白玉入れ大会」
（予備日：越ヶ谷小）
親子空手道教室②
学校体育施設利用許可書発行日(７月分)
青少年指導員街頭パトロール

19 水

場】越谷市中央市民会館 ３階ホール

〒３４３−０８１６

楽しい子育て教室⑤
施設利用当選使用申込開始日（〜18日）
歴史教養講座②

楽しい子育て教室⑥

23 日

【申込み】ひかりの森（℡９６２−９８８８）
【主 催】ＮＰＯ法人視覚障がい者支援協会・ひかりの森

市民体育祭地区対抗ソフトボール大会
（予備日）

18 火

時】６月２８日（金）
午後１時３０分〜午後３時３０分

【参加費】無料（先着２０名）

会食サービス
世代間交流促進事業「紅白玉入れ大会」
（越ヶ谷小）
親子空手道教室①

16 日
17 月

声掛け、ガイドの方法を共に学びます。
【日

楽しい子育て教室④
歴史教養講座①

13 木
14 金

見えない・見えにくい人たちとのふれあい

＜内容＞

施設利用抽選申込開始（９月分）
体育施設利用許可申請開始（７月分）
越ヶ谷小学校運動会（予備日６月２日）
市民体育祭地区対抗ソフトボール大会

市民体育祭地区対抗ビーチボール大会
市民体育祭地区対抗卓球大会
自然ウォッチング＆クリーン作戦 申込締切日

月
火
水
木
金

歴史教養講座④

中央市民会館設備点検
29 土
30 日

※点検のため、施設の貸出を中止しています
が、窓口業務は行っております。

