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〜荻島地区センター・公民館からのお知らせ〜

【日

時】５月２７日〜６月２４日 毎週金曜日（全５回）
午前１０時００分〜１１時３０分
【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１歳半〜３歳児とその保護者
【定 員】１０組
【参加費】親子１組につき２５０円（材料代）
（双子・兄弟の場合は５００円）
日

程

内

容

５月２７日（金） おともだちになろう！
６月

３日（金） はみがきシュッシュ

１０日（金） 新聞紙であそぼう
１７日（金） 絵の具であそぼう
２４日（金） 体幹をはぐくむバランス遊び
【申込み】５月１３日（金）午前１０時００分〜１０時１５分の間に参加費を添えて
直接荻島地区センター・公民館へ（申込み多数の場合は抽選・代理不可）
定員に満たない場合は、同日午後１時より電話にて受付可能。
（申込順・翌日以降の電話での受付・・・午前８時３０分〜午後５時１５分）
【持ち物】上履き（親子とも・かかとのあるもの）・はさみ・のり・クレヨン・セロテープ・
レジャーシート（それぞれに名前を書く）・汗拭きタオル・飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
【その他】来館の際はマスクの着用をお願いいたします。（保護者のみ）
体調がすぐれない場合は参加を控えていただき、必ずご連絡くださるようお願い
いたします。
【問合せ】荻島地区センター・公民館 ℡９７４−９５５５

新型コロナウイルス感染症の拡大により、保健所への応援として、引き続き職員を派遣してお
ります。つきましては、窓口等でお時間をいただくなど、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思
いますが、何卒、皆様のご理解・ご協力を賜わりますようお願いいたします。

〜荻島地区コミュニティ推進協議会からのお知らせ〜

荻島地区コミュニティ推進協議会では、地区内環境美化に対する意識向上と地域住民の交流を目
指し、地区の皆さんによるボランティアを募集して「花いっぱい運動」を行っています。今回は末
田大用水沿い花壇の草取り等を行います。コミ協会員と一緒に草取りをしませんか？
【日
時】５月７日・２８日（土）午前８時３０分〜２時間程度予定(小雨決行)
【集
合】末田大用水の藤棚付近
【対
象】どなたでも
【内
容】花いっぱい運動管理地の草取り等整備
【持 ち 物】軍手・鎌・汚れても良い服装・マスク
【申 込 み】荻島地区センター・公民館 ℡９７４−９５５５
※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が中止となる可能性もございます。
〜荻島地区スポ・レク推進委員会からのお知らせ〜

４月１７日(日)しらこばと運動公園にて開催
されました。今回は３チーム(出津、立野・西前、
さしきだの各自治会)が参加し、勝負はどのチー
ムも１勝１敗で、得失点差で順位が決定するほど
白熱した試合が繰り広げられました。
優 勝
準優勝
第３位

優勝「さしきだ自治会」

試合の様子

さしきだ自治会
立野・西前自治会
出 津 自 治 会

新田学童見守り隊（新田自治会高齢者組織）は、末田用水路
脇の通学路で毎朝学童見守り活動を行い、１０年目を迎えまし
た。この度、荻島小学校校長先生（秋山前校長）から長年の功
労に対して隊員に感謝状が贈呈されました。
当地区は４号バイパスの抜け道として朝の通勤車両が多く、
通学時間帯と交差する危険箇所（新田橋・下手橋）があります。
見守り活動は自治会児童他、南部方面から通学する児童の安全
誘導を行っています。
（隊員談）「見守り隊は、学童を交通事故等から守ることが
第一ですが、併せて高齢者の健康維持・生きがいづくり、ささ
やかな社会貢献が出来ればと思っています。」

〜越谷市役所からのお知らせ〜

【日 時】令和４年５月２７日（金） 午後２時００分〜３時３０分
【会 場】越谷市中央市民会館１階 劇場
【定 員】１５０名（申込順） 〈参加費〉無料
【講 師】菊田 あや子 氏（リポーター）
【申込み】５月２６日（木）までに電話または市ホームページの
二次元コード
電子申請から申込み。右記の二次元コードからも申込み可能。
【問合せ】くらし安心課 ℡９６３−９１５６（直通）
グルメ番組主演のお話などを通じ、食べることの楽しみや感謝を伝えます！

菊田 あや子氏

また、食品の安全や、消費者として何を選んで買って食べるべきかについてもお話します。

【日 時】６月２２日（水）午前１０時００分〜午後１時００分
【会 場】荻島地区センター
【内 容】ヘルスメイト（越谷市食生活改善推進員）による講話と調理実習
【対 象】市内在住の方 ８人
【材料費】５００円
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具、上履き（スリッパが苦手な方）
【申込み】５月１０日（火）から 健康づくり推進課へ電話
【問合せ】健康づくり推進課（越谷市保健センター）℡９６０−１１００
※この教室は埼玉県コバトン健康マイレージにおけるポイント付与の対象事業です。
〜〜子育て支援センター「ぽかぽか」からのお知らせ〜

1 歳親子連続講座
【日

荻島保育所内
地域子育て支援センターぽかぽか

程】１回目 ６月３０日（木）歌や体操・お友だちになろう
２回目 ７月 ７日（木）手作りおもちゃで遊ぼう
３回目 ７月１４日（木）手型押し・みんなで遊ぼう
【場 所】荻島地区センター・公民館 ２階 多目的ホール
【時 間】午前１０時００分〜１１時００分
受付：９時５０分
【対 象】１歳以上２歳未満のお子さんと保護者１０組 ※できるだけ３回とも参加できる方
【参加費】無料
【申込み】５月３０日（月）午後１時００分〜電話にて受付開始
（受付時間 午前８時３０分〜午後５時００分）
【申込先】荻島保育所内 地域子育て支援センターぽかぽか
℡９７１−８１１５
※状況によっては変更や中止になることもあります。

職員異動のごあいさつ

荻島地区５月行事カレンダー

４月より行財政部収納課へ異動となりまし
た。荻島地区センター・公民館では４年間お世
話になりました。台風やコロナ禍など色々あり
ましたが、心温かい荻島地区の皆さまのおかげ
で、一つ一つを乗り越えることができ、楽しく
充実した日々を過ごすことができました。本当
にありがとうございました。
今後も荻島地区で培った経験を活かし、新し
い場所で精一杯頑張りたいと思います。
中 谷 祥 子
４月から出羽地区センター・公民館へ異動と
なりました。
在職中は色々とご指導いただきましてありが
とうございました。大変お世話になりました。
荻島での経験を活かし、気持ちを新たに頑張り
ます。
どこかでお会いする機会がございましたら、
お声がけください。
石 渡 善 枝

４月からお世話になっております、小林と申
します。
不慣れな点が多々あると思いますが、荻島地
区のまちづくりに貢献できるように頑張ります
ので、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
小

林

英

雄

この度４月より新方地区センター・公民館か
ら異動してきました。
荻島地区のまちづくりに貢献出来るよう皆様
にご指導頂きながら、一生懸命努めて参ります
のでどうぞよろしくお願い致します。
須 賀 貴美子

1

（日）

2

（月）

3

（火）

憲法記念日/印刷不可

4

（水）

みどりの日/印刷不可

5

（木）

こどもの日/印刷不可

6

（金）

7

（土）

8

（日）

9

（月）

10

（火）

11

（水）

12

（木）

13

（金）

親子遊遊教室(春)受付

14

（土）

★子育て講座「みんなで遊ぼう」

15

（日）

16

（月）

17

（火）

18

（水）

19

（木）

20

（金）

０歳親子連続講座①（荻島保育
所）

21

（土）

荻島小学校運動会

22

（日）

荻島野球連盟３日目/荻島小学校
運動会(予備日)

23

（月）

24

（火）

25

（水）

26

（木）

０歳親子連続講座②（荻島保育
所）

27

（金）

印刷不可

28

（土）

花いっぱい運動/印刷不可

29

（日）

印刷不可

30

（月）

印刷不可

31

（火）

館報配送日

市民課開庁日

地区グラウンド・ゴルフ大会/花いっ
ぱい運動
地区グラウンド・ゴルフ大会(予備
日)

★子育て広場「からだを動かして遊
ぼう」

★は荻島保育所主催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】
５月１日（日）午前９時〜午後４時
※住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄
本・抄本のみの取扱いとなります。
【職員不在の日（貸館のみ行います）】
５月３日（火・憲法記念日）
５月４日（水・みどりの日）
５月５日（木・こどもの日）
※職員が不在となり、施設管理人が待機します。

