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緑 と歴 史 につつまれた活 力 とふれあいのまち大 沢
☆日 時

２月２２日、３月１日・８日・１５日
（各金曜日・全４回）いずれも午後３時〜５時
☆内 容 初心者対象のゴルフレッスン
※ブランクがあり、またゴルフを再開したい人
も歓迎！！
☆会 場 花田パークサイドゴルフ（花田１−２６−６）
☆対 象 市内在住の成人 １０名
☆参加費 １回につき２，０００円（練習場使用料）
※当日練習場に直接支払いとなります。
☆講 師 須賀 雅敏さん（レッスンプロ）
☆持ち物 クラブ一式（貸しクラブあります）
ゴルフシューズまたは運動靴、
ゴルフグローブまたは軍手（滑り止め付）
☆服 装 運動できる服装
☆申込み ２月８日（金）午前１０時から直接下記へ
（電話不可、定員を超えた場合は１０時１５分
から抽せん）
☆問合せ 大沢公民館 ℡９７６−５８００

日本の伝統文化の１つである茶道を通じ、小学生の子
どもたちが和の心を育むことを目的として開催します。
○日 時 ２月１６日・２３日、３月２日
（各土曜日・全３回）
午後１時３０分〜３時３０分
○会 場 大沢地区センター・公民館 和室
○対 象 市内在住の小学生 １５名
○参加費 ６００円（お菓子代３回分）
○講 師 永峰 宗美さん
○持ち物 替えのくつ下（色は白）
扇子（どんなものでもよい）
○申込み ２月８日（金）までに参加費を
添えて直接下記へ
（申込み順、電話可）
○問合せ 大沢公民館 ℡９７６−５８００

いざというときのために日頃の訓練
地域における防災意識を高め、地区内自治会の防災
体制の強化を図ることを目的に、地震が発生したと想定
し、訓練を実施します。
★日 時 ２月１７日（日）
午前９時３０分〜１１時３０分
★会 場 栄進中学校校庭
※雨天の場合は体育館
★対 象 大沢地区住民
★主 催 大沢地区コミュニティ推進協議会
大沢地区自治会連合会
★内 容 シェイクアウト訓練、応急救護訓練、
初期消火訓練、地震体験、煙中体験訓練、
ＡＥＤ体験訓練、給水訓練等
★問合せ 大沢地区コミュニティ推進協議会事務局
（大沢地区センター）℡９７６−５８００

◎日 時 ３月１６日（土）
午前９時３０分 集合（北越谷駅改札前）
午後３時 帰着・解散（予定）
◎行き先 東武博物館（東京都墨田区東向島 4-28-16）
◎対 象 市内在住の小学生 ２０名
◎参加費 ２００円
（博物館入館料１００円、保険代１００円）
※別途電車賃（往復３６０円）がかかります。
◎講 師 青柳 公枝さん
◎持ち物 弁当、水筒、敷物、雨具、電車賃（パスモ等可）
◎申込み ２月２３日（土）〜３月９日（土）に
参加費を添えて直接下記へ
（申込み順、電話可）
◎問合せ 大沢公民館 ℡９７６−５８００

募集中『子ども遊学教室 Part１０』
▲日 時
▲会 場
▲対 象
▲参加費
▲講 師
▲持ち物

２月２３日（土）午前１０時〜正午
大沢地区センター・公民館 大会議室
市内在住の小学生 ２０名
無料
大橋 美代子さん
ハサミ、のり、マーカー、
手拭き、飲み物、上履き
▲申込み ２月１６日（土）までに直接下記へ
（申込み順、電話可）
▲問合せ 大沢公民館 ℡９７６−５８００

皆さん、お待たせしました！今年も「お笑い演芸会」
を開催します。今回はどんな演目で楽しませてくれる
でしょうか？ご期待ください！！
多くの方のご来場をお待ちしております。
◇日 時 ２月２４日（日）
開場：午前９時３０分
開演：午前１０時
終演：正午
◇会 場 大沢地区センター・公民館 大会議室
◇出 演 ビックボーイズ
（漫才協会所属のお笑いコンビ）
夢見家 朝楽さん、悠悠亭 朋楽さん、
櫻川 寿々之輔さん
（サンシティ落語研究会所属）
◇対 象 子どもからお年寄りまで、どなたでもお楽し
みいただけます。事前の申込みは不要です。
当日、直接会場へお越しください。
◇参加費 無料
◇主 催 大沢地区コミュニティ推進協議会・福祉部会
◇問合せ 大沢地区コミュニティ推進協議会事務局
（大沢地区センター）℡９７６−５８００

事務所休業日…２月１１日（月・祝）
事務所休業日は、施設の使用はできますが、職員は不
在となりますので、現金を伴う印刷機のご利用はできま
せん。事務所には施設管理人が待機します。

カードを取りに行くとの電話は即１１０番！

あなたの財産がターゲット 電話の相手はペテン師

コース地図
大沢のまちの伝統・歴史や地理的特徴などを学び、地域の連帯・交流を図りましょう。
☆日
時 ３月３日（日）
午前９時〜１０時３０分 講話
午前１０時４５分〜
まち歩き スタート
（雨天時は、内容変更があります）
午後１時〜
交流会
（軽食を用意しています）
午後２時
終了
☆集合場所 大沢地区センター・公民館 大会議室
☆対 象 者 大沢地区在住者 ４０名（子どもからお年寄りまで）
☆講
師 ＮＰＯ法人越谷市郷土研究会 秦野 秀明さん
☆参 加 費 無料
☆行
程 大沢地区センター・公民館 ⇒ 元御殿 ⇒ 本陣跡 ⇒ 問屋場跡
(３．０６ｋｍ) ⇒ 中町浅間神社 ⇒ 東武鉄道橋梁（開業時）遺構
出典：国土地理院ホームページの地理院地図
（電子国土 web）を加工して作成
⇒ 本陣跡 ⇒ 鷹番小屋跡 ⇒ 脇本陣跡・問屋場跡
⇒ 照光院・天神社跡 ⇒ 大沢香取神社 ⇒ 光明院 ⇒ 大沢地区センター・公民館
☆申 込 み ２月２日（土）〜２月２４日（日）に直接下記へ（申込み順、電話可）
☆問 合 せ 大沢地区コミュ二ティ推進協議会事務局（大沢地区センター）℡９７６−５８００

小中学校体育施設(校庭・体育館)

３月分 開放抽せん会
２月９日（土）

◆準備・受付 午前９時〜
◆抽 せ ん 午前９時１５分〜
★抽せん会の開始時間にご注意ください。
《今月の担当クラブ》Alco.FC、大沢四丁目ホワイト、
大房ジュニアジョーンズ、
あゆみクラブ
※担当クラブは、午前９時までに大沢地区センター・
公民館に集合してください。

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〜正午
【会 場】 北越谷地区センター・公民館 小会議室
【対 象】 市内在住の方 １５名
【参加費】 無料（材料は公民館で用意します）
【講 師】 小板橋 春枝さん
【受 付】 ２月１９日（火）午前８時３０分から
直接下記へ（申込み順、電話可）
【問合せ】 北越谷公民館 ℡９７６−５７５８

１２月８日（土）大沢小学校体育館にて団体３５組、
個人５名が参加しました。
【団体戦】 （敬称略）
優 勝…シャルム北越谷Ｄ
（野田心輝・松田萌花・山本樹輝）
準優勝…シャルム北越谷Ａ
（小菅麻心・大池康士郎・松田哲澄・大池壮太）
第３位…シャルム北越谷Ｂ
（本田風和・山脇柚希・黒澤 蓮）
若草フェニックス
（石坂桃奈・藤林 瑛・松橋悠斗・坂 京香）
【個人戦】 （敬称略）
優 勝…大野一葉
準優勝…上川虎太郎
第３位…清水奏多、仲居 光
コバトン

〇日 時
〇会 場
〇定 員
〇参加費
〇講 師
〇申込み

２月２２日（金）午後２時３０分〜４時
中央市民会館 ５階 第４〜６会議室
１００名
無料
弁護士 石河 優子さん
２月１日（金）から直接下記へ電話、または
市ホームページから申込み（申込み順）
〇問合せ くらし安心課 ℡９６３−９１５６

「未納・訴訟になる」等のメール・はがきにも注意！

危険！声だけの判断 似ていれば被害

「フレイル」とは、加齢に伴う「衰弱」を言います。
予防のポイントを学び、健康長寿を目指しましょう！
★日 時 ３月７日・１４日（各木曜日・全２回）
午前９時３０分〜１１時３０分
★会 場 保健センター 会議室
★内 容 介護予防に関する口腔ケア・食生活・
体力アップのポイントについて
★対 象 市内在住の６５歳以上で運動制限がない方
４０名
★参加費 無料
★持ち物 筆記用具、運動のできる服装、
運動靴、飲み物、汗拭きタオル
★申込み ２月７日（木）から直接下記へ
（申込み順、電話可）
★問合せ 地域包括総合支援センター
℡９６３−９１６３

▲日 時 ３月１日（金） 午後７時から
▲会 場 大沢地区センター・公民館 大会議室
▲内 容 ①アクションプラン（素案）の概要説明
②大沢地区における公共施設についての
意見交換
▲対 象 市内在住の方
▲申込み ２月２２日（金）までに直接下記へ
（電話・メール可）
※メールは氏名・住所・電話番号を
（ＱＲコード）
記載し下記アドレスへ。
アドレスは右記のＱＲコードを読み取り
コピーができます。
▲問合せ 公共施設マネジメント推進課
℡９６３−９１２４
E-mail：komane@city.koshigaya.lg.jp

