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（ 市ホームページ）

→コロナ感染状況に対する開催内容の判断１０月２０日（木） 

※ →雨天中止 中止の判断１１月１８日（金） 

９月１１日（日）予定の第５１回南越谷地区体育祭は、中止になりました。
代替イベントとして１１月２０日（日）の南越谷地区フェスティバル内で、 

スポーツミニフェスタを開催予定です。グラウンドゴルフ体験や 

ストラックアウトなど、いろいろな競技にチャレンジできます。お楽しみに！ 

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

【日 時】 １０月８日（土）、１５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３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 

芸術の秋に、
描いてみよう

【日 時】 １０月４日（火）・１１日（火）・１８日（火）・２５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、育児ストレス解消法 等 

※４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 １階 和室 

【対 象】 市内在住 ０歳児のお子さんとその保護者 １０組 （先着順） 

【材料費】 １５０円（４回分）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。） 

【申込み】 ９月６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 

育児ストレスを解消しよう！ 家庭教育学級 

イメージです

【日 時】 １１月２０日（日）午前１０時～午後２時

【会 場】 南越谷小学校校庭 

参加者募集！ 

参加者募集！ 

越谷市が定めた「新型コロナウイルスに対してのガイドライン」と埼玉県が定めた「感染防止策」に沿って、 
入場者・スタッフ等への注意喚起を十分に行うとともに感染防止対策を徹底のうえで実施いたします。 

※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止策については、今後の状況に応じて防止対策の内容を適宜見直します。 



【日 時】 １０月１３日（木）午前１０時３０分～午前１１時３０分  

【会 場】 南越谷地区センター・公民館 ２階 多目的ホール 

【対 象】 市内在住の方  首すわり～ハイハイのお子さんとその保護者 １０組（先着順） 

【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】飲み物、汗拭きタオル等 マスク（保護者のみ要着用。お子さんは任意） 

【申込み】 ℡  ９月８日（木）午前９時から電話にて 南越谷地区センター・公民館 ９９０－１２００ 

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６日（木） 午前１０時３０分～１１時３０分 

【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 ５組（先着順） 

【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８日（木）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。

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。 

越谷市を拠点として協働のまちづくりを推進している市民活動団体やボランティア団体等が、日頃の活動を

発表等する場として開催します。皆さんのお越しをお待ちしております。 

元気いっぱいな先生と一緒に親子でからだを動かしてみましょう！

参加者募集！ 

参加者募集！ 

【日 時】 １０月４日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分 

【会 場】 南越谷地区センター・公民館 １階 調理室、和室 

【対 象】 南越谷地区在住 ６０歳以上の方 15名（電話受付先着順） 

【参加費】 ３００円 

【内 容】 「感染症に負けない身体づくり」をテーマに皆さんに楽しく試食していただきます。 

【申込み】 ℡ ９月５日（月）９時から電話申込み 南越谷地区センター・公民館 ９９０－１２００ 

※９月の生涯いきいきサロンは、９月６日（火）に「認知症について」を予定しております。申込み受付中です 

南越谷地区スポーツレクリエーション推進委員会では、今年度の南越谷地区代表として、駅伝大会に出場する 

ランナーを募集しております。チャレンジしてみたい方、南越谷地区センター・公民館までご連絡ください！ 

【対   象】 南越谷地区在住の１６歳以上の男女 若干名 

【申込期間】 令和４年９月１日（木）～１０月３１日（月）17：15まで 

【大   会】 地区対抗の駅伝大会 ６区間で競います。（１区間３～６キロ） 越谷市内を走ります 

※        １２月４日（日）を予定しております。詳細は南越谷地区センター・公民館まで 

℡  9 9 0 - 1 2 0 0  【問 合 せ】 南越谷地区センター・公民館 

市民体育祭地区対抗市内駅伝競走大会ランナー大募集！

第１５回協働フェスタ 「未来につなごう！持続可能な協働フェスタ」

参加者募集！ 

【日 時】 １０月８日（土）午前９時３０分～午後３時３０分    【会 場】 越谷市中央市民会館全館 

℡【問合せ】 市民活動支援課 ９６３－９１５３ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、状況に応じてイベントの中止または内容を変更する可能性があります。
ご了承ください。ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いいたします。 



政策課からの

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

令和４年就業構造基本調査 

「就業構造基本調査」は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、５年に１度実施さ

れる国の重要な統計調査の一つです。調査結果は、雇用政策、経済政策などの企画・立案のための基礎資料

として活用されます。

１０月１日（土）を基準日として、無作為に選ばれた世帯（越谷市では約７７０世帯）を対象に実施されます。

９月上旬から、調査員が対象地域を訪問し、調査をお願いする世帯には調査票を配布しますので、調査の趣

旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

℡  【問合せ】 政策課 ９６３－９１２１ 

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〉 ９月８日（木）～ 先着順 申請台数に達し次第受付を終了 
〈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〉 １００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。 

℡  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） 

ハッポちゃん体操公開練習 

【日 時】 ９月２１日（水） 午前１０時～午前１１時
【会 場】 出羽地区センター 多目的ホール 
【対 象】 ハッポちゃん体操に関心ある市民 ２０名     【費 用】無料 
【持ち物】 水分補給用の飲み物 
【申込み】 健康づくり推進課へ電話申込みまたは電子申請（前日まで申込み可） 

「ハッポちゃん体操」をご存じですか？「越谷市の歌」に合わせた３分間の体操です。 

多くの方に知っていただきたく、今月は皆さんの地区で実施します。この機会にハッポちゃん体操を覚えてみませんか。

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】 １０月１７日（月） 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１３～１８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 ６０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（金）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。 

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、決ま次第
ホームページでお知らせいたします。 



市民体育祭 ２０２２ファミリースポーツデイ 

令和４年度 越谷市敬老会の開催を中止します

第７7回越谷市民ゴルフ大会中止のお知らせ
１０月下旬に開催を予定しておりました、第７７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

うことを目的に、例年敬老会を開催しております。 

令和４年度の開催について、これまで感染状況の推移を見守ってきましたが、未だコロナ禍の収束

が見えず、また、来場者の三密対策の徹底など、多くの課題があり、検討を重ねた結果、中止とさせて

いただきます。敬老会を楽しみにしておりました皆さまには、誠に残念ではございますが、ご理解を

賜りますようお願いいたします。また、広報こしがや９月号へ、市長からのお祝いメッセージを掲載し

ておりますので、ぜひご覧ください。 

℡                                 【問合せ】 地域共生推進課 ９６３－９２３７ 

【日 時】 １１月６日（日） 午前８時３０分～ 少雨決行 

【会 場】 しらこばと運動公園競技場（越谷市小曽川729-1） 

【対 象】 市内在住・在勤・在学者および越谷市が好きな方 

【申込み】 地区申込 ９月１日（木）～１４日（水） ※ ℡ 9 9 0 - 1 2 0 0団体種目のみ 南越谷地区センター・公民館まで 

１電子申請 ９月１５日（木）～３０日（金） 

※定員に達した場合抽選となり、定員に空きがある場合のみ電話受付（１０月４日（火）～７日（金））、当日申込（一部種目を除く）をします。
℡【問合せ】 スポーツ振興課 ９63－9284 

会　場 種　別 内　容

地区対抗種目子ども玉入れ、紅白玉入れ、リレー

一般参加種目５０ｍ走、１００ｍ走、１５００ｍ走、紅白玉一発チャレンジ、

紅白玉入れ、親子５０ｍ走、４×１００ｍリレー、親子４００ｍリレー

一般特別種目ガチンコ１００ｍ走

親子ダブルス（小学生～高校生と１８歳以上のペア計４部門）

夫婦ダブルス

ファミリーダブルス
テニス大会

陸上競技場

庭球場

● ９月１６日（金）の安全安心パトロールは実施します。南越谷地区安全安心まちづくり推進協議会 

◆  貸館業務について 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４日（日）午前９時～午後４時まで （次月は１０月２日） 

◆  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。


