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時】３月３日（日）午前１０時００分〜１２時４０分
場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
象】荻島地区に在住で、昭和２３年４月２日から昭和２４年４月１日までに生まれた方
※対象者の方には、案内状を郵送いたします。
容】式典、アトラクション、昼食会などを催します。
催】荻島地区コミュニティ推進協議会、荻島公民館
【日
【会
【対
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−地区センター・公民館だより−

〜荻島地区コミ協、荻島地区センター・公民館からのお知らせ〜

荻島地区に在住の方で、平成３０年度内に満７０歳を迎えられた方、または迎えられる方を対象に、
「盛人（せいじん）の集い」を開催してお祝いします。

（昨年の様子）

新成人

礼

新たな門出

﹁平成三十年度越谷市出羽・荻島地区成人式﹂が一月
十三日㈰文教大学において行われました︒
今年度︑出羽・荻島地区で
は︑男性二百四十八名︑女性
百九十九名︑計四百四十七名
が晴れて大人の仲間入りとな
り︑当日は二百六十一名が出
席しました︒
式には︑小中学校の恩師や
地区内の自治会長などが来賓
として出席し︑和やかな雰囲
気のうちに無事終了いたしま
した︒
成人式実行委員には新成人
も加わり︑地区の皆様ととも
に運営にあたりました︒

御

﹁平成三十年度越谷市出羽・荻島地区成人式﹂につき
ましては︑地区の皆様の全面的なご協力をいただき︑
ありがとうございました︒心から感謝申し上げます︒
越谷市︑越谷市教育委員会
越谷市出羽・荻島地区成人式実行委員会

〜平成三十年度越谷市成人式を欠席された方へ〜
成人式を欠席された方へ記念品をお渡しします︒
成人式案内ハガキをお持ちのうえ︑左記の受け取
り場所で︑平成三十一年三月三十一日㈰までにお
受け取り下さい︒
︻記念品受け取り場所︼
①荻島地区センター・公民館
②出羽地区センター・公民館
③越谷市役所生涯学習課
※受け取り時間について
①②…祝日を除く︑午前八時三十分〜午後五時
十五分まで
③ …土曜・日曜・祝日を除く︑午前八時三十
分〜午後五時十五分まで

〜荻島地区センター・公民館からのお知らせ〜

「ミニゴルフ」とは、コース上のさまざまな障害をクリアしながらホールインをめざす競技で、年
齢・性別を問わず誰でも楽しめるスポーツです。この機会にミニゴルフを始めてみませんか？
【日
【会

時】３月２４日（日） 午前１１時００分〜午後１時００分
場】越谷ミニゴルフ倶楽部 パットサル３６
（越谷市南越谷１−２８７６−１ 越谷サンシティショッピングセンター５Ｆ）
【講
師】越谷ミニゴルフ倶楽部 パットサル３６ 照井 義夫 氏 他
【対象・定員】小学生以上の市民の方 ２０名（但し、４歳以上の未就学児は保護者同伴で参加可能）
【参 加 費】中学生以上：７００円 小学生：３００円
※未就学児（４歳以上）は保護者同伴となるため中学生以上の料金に含まれます。
但し、保護者１名に対し、未就学児２名以上の場合は、追加人数分中学生以上の料金
がかかります。
例）保護者１名に対し、未就学児２名⇒１，４００円
※参加費は当日集めます。
【服装・持ち物 】動きやすい服装・靴、汗拭きタオル、飲み物
【注意事項】①ミニゴルフ用具一式（クラブ、球等）は会場でご用意します。（無料）
②自転車でお越しの方は周辺の駐輪場をご利用ください。お車でお越しの方はサンシテ
ィ地下駐車場または周辺の有料駐車場をご利用ください。なお、駐車場等料金はご参
加者様のご負担となります。
【申 込 み】（窓口）２月２日（土）午前８時３０分から、荻島地区センター・公民館へ
（電話・電子申請可）２月２日(土)午前１０時から
※先着順
※電子申請は下記の二次元コードを読み取り、申請してください。
≪越谷市ホームページ→電子申請≫からもご利用いただけます。
【保
険】全国市長会市民総合賠償補償保険 ※会場への往復は保険の適用外となります。
【問 合 せ】荻島地区センター・公民館
℡９７４−９５５５

〜越谷市役所、荻島地区センター・公民館からのお知らせ〜

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】平成３１年２月２２日（金）午後７時００分から
【会 場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
【対 象】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)荻島地区における公共施設についての意見交換
【申込み】２月１５日（金）までに氏名・住所・電話番号を電話・メール・窓口にて荻島地区
センターまたは、公共施設マネジメント推進課宛にお申込ください。
荻島地区センター・公民館 ℡９７４−９５５５
公共施設マネジメ
E-mail ogishimachiku@city.koshigaya.lg.jp
ント推進課メール
【問合せ】公共施設マネジメント推進課 ℡９６３−９１２４ アドレス読み取り
２次元コード
E-mail komane@city.koshigaya.lg.jp

〜荻島地区スポ・レク推進委員会からのお知らせ〜

１月２７日（日）荻島地区センター・公民館にて、第６回荻島地区ユニカール大会が１０チームの
参加により開催されました。結果は下記のとおりです。
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（大会の様子）

選手・役員の皆様、大変お疲れ様でした。沢山のご参加ありがとうございました。
※ユニカールは、誰でも出来る楽しいスポーツです！次回も奮ってご参加下さい。
〜越谷市教育委員会からのお知らせ〜

【日 時】平成３１年２月２４日（日） 午前１０時００分〜午後３時００分
【会 場】越谷市中央市民会館及び周辺
【参加費】無料
【内 容】（１）体験コーナー（２）学びステージ（３）健康コーナー（４）展示コーナー
（５）伝統的手工芸品の体験・展示コーナー（６）消防コーナー（７）即売コーナー
（８）こしがや市民大学第２回特別講座
演題：映画音楽はこうして作る〜映画音楽カミクダキ！〜
講師：作編曲家 周防 義和 氏
定員：市民３００人（申込み多数の場合は抽選）
※事前申込み（詳しい申込方法は市ホームページまで）
（９）学び・体験スタンプラリー
※（１）〜（９）は、内容を変更する場合があります。
※（８）を除き、各コーナーの事前申込は不要です。
詳しい内容は、平成３０年１２月１５日発行の生涯学習メニュー「ＴＲＹ」（広報こしが
や季刊版に折り込み）、広報こしがやお知らせ版２月号及び市ホームページをご覧くださ
い。
【問合せ】生涯学習課 ℡９６３−９２８３
〜越谷市役所からのお知らせ〜

高齢者の心の不調は生活習慣に大きく影響します。この機会に、高齢者のうつについて学びません
か。
【日 時】平成３１年３月８日（金） 午後１時３０分から午後３時００分
（開場：午後１時１０分）
【会 場】越谷市中央市民会館 ４階 第１３・１４会議室
【内 容】高齢期のうつの正しい知識について、うつを予防する生活習慣について
【対 象】市内在住の６５歳以上の方および高齢者支援のための活動に関わる方
８０人（申込順）
【講 師】東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム研究員 岡村 毅 氏
【費 用】無料
【申込み】２月７日（木）より窓口または電話にて下記へ
地域包括総合支援センター（市役所第二庁舎１階）℡９６３−９１６３（直通）

〜荻島地区センター・公民館からのお知らせ〜

荻島地区２月行事カレンダー

1 月号掲載講座

1

（金）

〜まだまだ募集中！〜
身体を動かして健康に！

生涯楽習講座（パドルジャー
クス体操①）
★子育て広場「豆まき集会に
参加しよう」

2

（土）

北部４館ビブリオ・バトル/初
級陶芸教室①/★子育て講
座「英語であそぼう」

3

（日）

市民課開庁日/地区バドミン
トン大会/越谷ミュージック
フェスタ

4

（月）

３〜４日自治会連合会荻島支
部視察研修会/西中学校一
日体験入学（子育て講座）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

（火）

生涯楽習講座 パドルジャークス体操
２月 ８日（金）午前１０時００分〜１２時００分
生涯楽習講座 みんなで健康教室〜ひざの痛み〜
２月１５日（金）午前１０時００分〜１２時００分
【問合せ】荻島地区センター・公民館
℡９７４−９５５５
〜荻島地区民生・児童委員協議会からのお知らせ〜

荻島地区子育てサロン「たんぽぽ」
〜仲間の輪をひろげてみませんか〜
【日

時】２月２１日（木）
午前１０時００分〜１２時００分
【会 場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
【対 象】未就学のお子様と保護者
【内 容】みんなで楽しく遊ぼう！
【参加費】無料
【主 催】荻島地区民生・児童委員協議会
【連絡先】手塚 ℡０９０−３５９６−０６６１
※当日気軽にご参加ください。偶数月の
第３木曜日に開催を予定しています。

〜北越谷地区センター・公民館からのお知らせ〜

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？
【日 時】３月５日（火）
午前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）
【定 員】市内在住の方 １５名
【講 師】小板橋 春枝 氏
【受 付】２月１９日（火）午前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

（水）

市・県民税申告/女性セミ
ナー受付

（木）

女性セミナー（人権講座）

（金）

生涯楽習講座（パドルジャー
クス体操②）

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

初級陶芸教室②
手打ちうどんづくり講習
建国記念の日/印刷不可
会食サービス

生涯楽習講座（みんなで健康
教室）

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

22

（金）

23
24
25
26
27
28

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

女性セミナー（アメリカンフラ
ワー）
子育てサロン
生涯楽習講座館外学習/公
共施設等総合管理計画【アク
ションプラン（素案）】に関する
荻島地区意見交換会
初級陶芸教室③/防災講座

印刷不可
印刷不可
館報配送日

★は荻島保育所主催の事業のため会場は荻
島保育所になります。
【休日市民課開庁日】
２月３日（日）午前９時〜午後４時
※住民票の写し、戸籍騰・抄本、印鑑登録証
明書の発行のみ取り扱い出来ます。
【職員不在の日（貸館のみ行います）】
２月１１日（月・建国記念日）
※職員が不在となり施設管理人が待機します。

