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大袋地区の人口と世帯数
人口
男性

51,311 人（世帯数 23,322 世帯） 人口
25,260 人
女性 26,051 人
男性

越谷市の人口と世帯数
345,040 人（世帯数 157,371 世帯）
171,441 人
女性 173,599 人

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大袋公民館主催事業などが中止となっています。
（10 月）:大袋地区体育祭（中止）
（10 月）:大袋地区マラソン大会（中止）
フラダンス講習会（中止）
（11 月）:大袋地区文化祭（中止）
コミ協ウォーキング（中止）
木目込み人形講習会（中止）
（2 月） こしがやミュージックフェスタ 2021（中止）

令和 2 年度の市民体育祭については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グラウンド・
ゴルフ大会、駅伝大会、中央大会の中止が決定され、残念ながら今年度の大会はすべて中止となり
ました。大会を楽しみにされていた皆様には、お詫び申し上げます。
【問合せ】スポーツ振興課（市民体育祭実行委員会事務局） ℡963-928４

現在、元気で症状がなくても、膝痛の原因を知り、予防方法を学びませんか？
【日 時】11 月 4 日（水）午前 10 時～午前 11 時 30 分
【会 場】大袋地区センター・公民館 大会議室
【内 容】理学療法士による膝痛についての講話と家で簡単にできる体操
を学びます。
【対 象】市内在住で、医師による運動制限のない方、１５名（申込み順）
【持ち物】運動のできる服装、水分補給用飲み物、バスタオル、筆記用具、
上履き
【申込み】10 月 7 日（水）から市民健康課へ電話または二次元コードから
電子申請
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター）℡960-1100

電子申請二次元コード

★マスクの着用と検温をお願いします。また、体調がすぐれないときには参加をご遠慮ください。
※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。
※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。

英語を使って、クラフトや歌など遊びを交え、英語を使う楽しさを学びます！
【日 時】１０月 24 日、１0 月 31 日、１１月 7 日、11 月１４日（毎週土曜日、全４回）
午前１０時～午前１１時３０分
【会 場】千間台記念会館 大会議室
【参加費】５００円 （クラフト 材料費）
【対 象】市内在住の幼稚園・保育園に通っている 5～6 歳児（年中・年長児） １０名
※保護者の方は一緒に参加できません。
【講 師】田井 玲子 先生 （ベネッセこども英語教室 講師）
【申込み】１０月６日（火）午前１０時より参加費を添え、直接千間台記念会館へ申し込む。
【その他】参加の際は、事前に検温を行い、マスクを着用の上、ご参加ください。
保健所へ名簿を提出する場合があります。
☆大袋地区自治会連合会では、自治会加入を促進しております。みなさん自治会に加入しましょう！！

高齢者インフルエンザ予防接種について
インフルエンザの予防接種は、インフルエンザにかかりにくくし
たり、また、かかっても重症になる事を防ぐ効果があります。
【実施期間】令和 2 年 10 月 1 日（木）～令和 3 年 1 月 31 日（日）
【対 象】越谷市に住所を有し、①②に該当する接種を希望する方
①接種日において 65 歳以上の方（65 歳の誕生日の前日から接
種することができます）
②接種日において 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、も
しくは呼吸の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能に障がいがあり身体障害者手帳１級をお持ちの方、またはそ
れと同等の障がいをお持ちの方で医師の診断書がある方
※市が実施するインフルエンザ予防接種は予防接種法に基づき
実施しており、「対象者が自らの意思で接種を希望しているこ
とを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、
家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認すること
も差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合
は、接種してはならない。」と定められています。
【実施場所】市内実施医療機関
※市外での接種をご希望の方は事前手続きが必要です
ので、市民健康課までご相談ください。
【費 用】1,500 円 ※無料になる方がいます。詳しくは市民健
康課へお問い合わせください。
公費で受けられるのは年度１回のみです。
【問合せ】市民健康課（越谷市保健センター）℡960-1100

「越谷市地域包括支援センター大袋 せんげん台出張所」
を千間台西地区に開設します。
大袋地区内の高齢者人口の増加に伴い、10 月 1 日（木）から
「越谷市地域包括支援センター大袋 せんげん台出張所」を
千間台西地区に開設します。
地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として、健康・介護・
生活のことなど様々な相談に応じています。
なお、従来の越谷市地域包括支援センター大袋（大竹 831-1）
と同様に、気軽に御利用ください。
【名 称】越谷市地域包括支援センター大袋 せんげん台出張所
【住 所】越谷市千間台西 5-26-15
【開設日】10 月 1 日（木）
【開設時間】午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝日を除く。
）
【問合せ】℡940-1315

大袋地区センター･公民館
10 月イベントカレンダー
1 (木)
2 (金)
3 (土)
4 (日) 市民課業務
5 (月)
6 (火) English in use 申込開始
7 (水)
8 (木) 楽しい外遊び講座
9 (金)
10 (土)
11 (日)
12 (月)
13 (火)
14 (水)
15 (木)
16 (金)
17 (土)
18 (日)
19 (月)
20 (火)
21 (水)
22 (木) 楽しい外遊び講座
23 (金)
24 (土) English in use
25 (日)
26 (月)
27 (火)
28 (水)
29 (木) 地区だより配送
30 (金)
31 (土) English in use

<相談業務のご案内>
大袋地区センター・公民館で
は、自治会・コミュニティや
福祉に関する相談を行ってお
ります。随時受け付けており
ますので、お気軽にご相談く
ださい。
<休日の市民課業務のご案内>
大袋地区センターでは、平日
以外にも毎月第１日曜日に住
民票の写し、戸籍謄・抄本、
印鑑登録証明書の発行が可能
です。時間は午前９時～午後
４時となります。
なお、請求の際には、本人確
認が必要となりますので、運
転免許証等の書類（印鑑登録
の場合は印鑑登録証または、
市民カード）をご持参くださ
い。詳細は大袋地区センタ
ー・公民館へ。

☆大袋地区コミュニティ推進協議会では、ペットボトルのキャップを回収しております。ご協力していただける方がいらっしゃいましたら、大袋地区センター・公民館までお持ちください。

