
状況 開催日 事業名 主催 

中止 ９月１２日（日） 第５０回南越谷地区体育祭 スポレク 

中止 ９月２４日（金） 安全安心パトロール 
南越谷安全安心まちづくり

推進協議会 

中止 ９月２４日（金） 万年青大学（空調工事のため） 南越谷公民館 

発行/南越谷地区センター・ 公民館 〒３４３－０８４５  越谷市南越谷４－２１－１

電話： ９９０－１２００  FAX： ９８５－３７２１

※上記ＱＲコードから 
カラーでご覧になれます。

（ 市ホームページ）

９月の南越谷公民館 イベント・事業について 

地域とより一体となった防犯推進や交通安全を目指し、これから南越谷の街でどんな仲間とどんな風

に過ごしてみたいか、繋がっていたいかを自由な発想で描いた絵をお待ちしております。提出した作品

から、最優秀作品はポスター化して地区内に配布いたします。その他の作品も南越谷地区センターに掲

示予定です。 

【用 紙】 画用紙のサイズはＡ３前後     【対 象】 南越谷地区内在住の小学校児童 

【応 募】 ８月１日（日）～１０月３１日（日）まで 南越谷地区センター・公民館に作品を提出 

【顕 彰】 優秀賞ほか各賞あり。作品は掲示した後、返却します 

【主 催】 南越谷地区コミュニティ推進協議会 防犯部会  

℡ 9 9 0 - 1 2 0 0  【問合せ】 南越谷地区センター・公民館まで ＜例＞ 

仲良く安全に帰れる街

南 越 谷  

令和３年度 越谷市敬老会の開催を中止します

第７５回越谷市民ゴルフ大会中止のお知らせ
第７５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  ９６３－９２８３ 

越谷市では、７５歳以上の方を対象に、社会の発展のために貢献していただいた皆さんの長寿を祝

い、例年敬老会を開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、敬老会の開催を

中止させていただきます。              

℡【問合せ】 地域共生推進課 ９６３-９２３７ 



芸術の秋に、
描いてみよう

永田紗戀の花咲く書道○R「絵のような書」墨と色で心に花を咲かせてみよう

家庭教育学級 

簡単な運動とスキンシップを通して、
ママと赤ちゃんのリラックス効果を

♪あげてみましょう

【日 時】 １０月２日（土）、２３日（土） 午前１０時～１１時３０分 全２回 
【会 場】 南越谷地区センター・公民館 ２階 工作工芸室 
【対 象】 市内在住・在学・在勤の方 ８名（先着順）      
【参加費】 ２２００円（材料費） 
【講 師】 花咲く書道マスターインストラクター  強矢 敦子氏
【持ち物】 特になし （汚れてもよい服装でご参加ください） 
【申込み】 ９月４日（土）午前９時３０分から参加費をそえて公民館窓口にお越しください。 

℡【問合せ】 南越谷地区センター・公民館 ９９０－１２００ 

育児ストレスを解消しよう！

【日 時】 １０月１日（金）または、１０月８日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分 

※どちらの日も内容は同じです。日にちを選んでお申込みください。 
【会 場】 南越谷地区センター・公民館 ２階 多目的ホール 

【対 象】 市内在住 首すわりからハイハイまでのお子さんとその保護者 各日５組 

【講 師】 日本こどもフィットネス協会 公認インストラクター 加藤 啓子 氏  【参加費】 無料 

【持ち物】 汗拭きタオル、水分補給用の飲み物、マスク（保護者の方のみ要着用。お子さんは任意） 

【申込み】 ９月１０日（金）午前９時から電話で南越谷地区センター・公民館まで 

℡【問合せ】 南越谷地区センター・公民館 ９９０－１２００ 

【日 時】 １０月５日（火）・１２日（火）・１９日（火）・２６日（火） 計４回 午前１０時～１２時 
【内 容】 赤ちゃん体操、赤ちゃんとの遊び、ベビーマッサージ、育児ストレス解消法 等 

※３回目には「こどもの人権学習～親子の適切なかかわり方」のおはなしがあります。 
【会 場】 南越谷地区センター・公民館 ２階 自由活動室 
【対 象】 市内在住 ０歳児のお子さんとその保護者 ７組   【材料費】 １５０円（初回に集金します） 
【講 師】 NPO法人子育てサポーター・チャオの皆さん
【持ち物】 着替え、バスタオル、飲み物等外出セット、マスク（保護者の方のみ要着用。お子さんは任意） 
【申込み】 ９月７日（火）午前９時から電話で南越谷地区センター・公民館まで 

℡【問合せ】 南越谷地区センター・公民館 ９９０－１２００ 

この講座は、小さなお子さんが対象の講座です。マスクの着用が難しい場合があります。ご了承のうえお申込みください。
なお、同伴の保護者は原則マスクの着用を必須とします。事前に体温を測ってからお越しください。当日、本人または家族 
に風邪の症状がある、発熱している、体調の優れない方は参加をご遠慮ください。 

イメージです

この講座は、小さなお子さんが対象の講座です。マスクの着用が難しい場合があります。ご了承のうえお申込みください。
なお、同伴の保護者は原則マスクの着用を必須とします。事前に体温を測ってからお越しください。当日、本人または家族に
風邪の症状がある、発熱している、体調の優れない方は参加をご遠慮ください。 

♪ うたごえパレットのお知らせ 

１１月から始まる予定のうたごえパレットの募集は、パレット通信１０月号（来月号）に掲載予定です。

尚、新型コロナウイルス感染状況により、延期または中止の可能性がありますので、ご了承ください。 



・７月１日～９月３０日・・・・２階を工事します。

   ※２階は立ち入り禁止となります。 
２階の部屋の利用不可。図書貸し出し利用不可。 
・９月１日～１２月末・・・・・・１階を工事します。
1 ※１階のお部屋の利用不可。 
2 １階の通路が狭くなるのでお足元にご注意くださ
い。 

3

▲工事の進捗状況により、貸館再開の日程が変わる 
可能性があるのでご了承ください。 
▲９月中は館内の空調が止まっています。 
▲９月２５日（土）は、クレーン車が駐車場敷地内に入
るため、駐車場の利用ができません。 

◆  駐車場について 工事の関係で駐車場が狭くなっております。来館の際は公共交通機関をご利用ください。
◆  貸館業務について ※９月の貸館はありません。通常は、館内入口に消毒液を設置しているほか、施設貸出し
の際には利用者の皆様に使用した部屋の消毒・清掃にご協力いただきます。（利用する方：来館前には、ご自宅で

の検温。入館時には、手洗い・手指の消毒、マスク着用にご協力ください。また、部屋を利用する際は、密閉、密

集、密接を避けるなど感染予防にご協力をお願いいたします。）

◆  共有スペースの利用について共有スペースにつきましては、コロナウイルス感染症の感染者が出た場合に感染
経路が追えないことなどから引き続き利用を休止しています。 

◆  通常の窓口業務時間＜平日・土日＞午前８時３０分～午後５時１５分まで（祝日を除く）  
◆  証明書発行業務の取扱日時＜ 平 日  ＞午前８時３０分～午後５時１５分まで 

＜日曜 開庁＞９月５日（日）午前９時～午後４時まで （次月は１０月３日） 

９月 １０月 １１月 １２月

多目的ホール

学習室A

学習室B

学習室C

工作工芸室

自由活動室

展示ホール

和室１，２，３

調理室

団体活動室

公民館事務所

２

階

１

階

工事中
＜工事予定表＞

◆  ペットボトルキャップ回収についてのお願い
 コロナウイルス感染症等の衛生面から、キャップはよく洗浄をし、乾燥させてから回収箱に

※入れるようご協力お願いいたします。持ってきたビニール袋から出して入れてください。 

ご不便をおかけいたしますが、 

ご理解とご協力をお願い 

申し上げます。 

災害に 
備えよう 

南越防災コラム

南越谷地区の皆さん、こんにちは。お知らせの通り、南越谷地区センター・公民館は空調設備の工事中
です。その為避難所としての機能が十分ではありません。今一度、近隣の避難所や避難方法の確認を
お願いします。またこの機会に防災グッズの確認をしましょう。マスクや消毒グッズなどもお忘れなく。

南越谷地区センター・公民館は、
只今、空調設備大規模工事中です。

7月のクレーン車の様子

１階事務所は工事期間中も通常通り窓口業務を行います。



建築住宅課からの

お知らせ

くらし安心課からの

お知らせ

健康づくり推進課からのお知らせ

無料の簡易耐震診断を実施しています！ 

建築住宅課では、市内にある木造２階建て以下の住宅を対象に、簡易な耐震診断を無料で実施しております。

（建築年は問いません。） また、平成１２年５月３１日以前に建築された住宅については、専門家による耐震診

断費用に対する補助金の交付制度があります。詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。 

 ≪ ≫  無料簡易耐震診断の申込み方法

 ○受付窓口  越谷市役所新本庁舎６階 建築住宅課 
 ○対象建築物 １～２階建ての木造住宅で延べ面積500㎡以下 
 ○必要なもの 建築確認通知書に添付の図面、または平面図 
        （壁・開口部の位置や大きさがわかる程度の図でもＯＫ） 

        ※図面がない場合は事前にお問い合わせください。 ℡  【問合せ】 建築住宅課 ９６３－９２３５ 

越谷市耐震HP 

通話録音機器の無料貸し出しについて 

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３年９月８日（水）～１０月７日（木） 
〈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 ② ③単身世帯 高齢者のみの世帯 日中高齢者のみとなる世帯 

※〈台 数〉 ９０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でも申請可能。 
〈問 合 せ〉 くらし安心課（越谷市越ヶ谷4-2-1 本庁舎3階） TEL 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。 

【日 時】 ９月２２日（水）  

午後１時３０分～午後３時   

【会 場】 保健センター 

【対 象】 市内在住の方２０名 

  （年齢は問いません） 

【申込み】 健康づくり推進課へ 

電話または市ホームページ 

より電子申請 

【日 時】 １０月２０日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分 
【内 容】 医師による講演  
講師 越谷駅前クリニック 永松 仁先生 

【会 場】 保健センター 2階 多目的会議室
【対 象】 市内在住で生活習慣病予防に関心のある方
【定 員】 ３０名 （先着順）     【費 用】無料
【持ち物】 健診結果（お持ちの方）・筆記用具
【申込み】 ９月８日（水）より健康づくり推進課へ 
電話または市ホームページより電子申請 

歯科健診・相談 コレ、ステ（捨て）よう！

脂質異常症予防セミナー

℡  9 6 0 - 1 1 0 0  【問合せ】健康づくり推進課（越谷市保健センター） 

★マスクの着用をお願いします。また、体調がすぐれないときには参加をご遠慮ください。 
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況により変更となる場合がありますので、決まり
次第ホームページでお知らせいたします。 

～歯つらつ！お口の健康～

埼玉県コバトン健康
マイレージポイント 
付与対象事業

地域包括ケア課

からのお知らせ 認知症予防体験セミナー
【日 時】令和３年１０月２８日（木） 午後２時から午後３時３０分（開場：午後１時４０分）
【会 場】越谷市中央市民会館 ４階 第１３～１６会議室 
【内 容】認知症予防のためのプログラムの体験（音読・なぞり書きなどの学習および座ったままできるストレッチや有酸素運動等）
【対 象】市内在住の６５歳以上の方で運動制限のない方 ４０人（申込順）     【費 用】無料 
【講 師】株式会社 学研ホールディングス 認知症予防研究室 高畑 祐子氏 
【持ち物】筆記用具、マスク、水分補給用の飲み物、タオル、動きやすい服装、運動靴 
【申込み】９月１６日（木）から地域包括ケア推進課窓口または電話にて 

℡地域包括ケア課（市役所第二庁舎１階） ９６３－９１６３（直通） 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催が急遽中止となる場合があります。 


