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大袋地区の人口と世帯数

越谷市の人口と世帯数

地区の情報
人口などは H３０.1.1 現在

人口
男性

51,263 人（世帯数 22,551 世帯） 人口
25,261 人 女性 26,002 人
男性

340,862 人（世帯数 150,497 世帯）
169,621 人 女性 171,241 人

＜越谷市制６０周年記念第２４回越谷梅林公園梅まつり＞
【日 時】３月３日（土）
・４日（日） 午前１０時〜午後３時 【会場】越谷梅林公園（大林２０３-１）
【内 容】式典、甘酒のサービス、模擬店、緑の相談会、児童画コンクール入賞作品の展示及び表彰式、
草花・苗木の販売、その他のイベント
※天候等により変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※梅まつり開催期間中は、北越谷駅西口及びイオンせんげん台店より無料シャトルバスを運行しますので、
ご利用ください。
【お願い】会場内に駐車場はありません。臨時で大袋東小学校の校庭に駐車場を設けていますが、雨天の場合や校庭の
状態が良くない場合は、使用できませんのでご注意ください。なお、駐車台数には限りがありますので、お
車でのご来場はお控えください。できるだけ徒歩または自転車、無料シャトルバスでご来場いただきますよ
う、ご協力をお願いします。
【主 催】越谷梅林公園梅まつり実行委員会（大袋地区コミュニティ推進協議会）
【協 賛】越谷市・越谷市教育委員会・越谷市造園業協会
【問合せ】越谷梅林公園梅まつり実行委員会事務局（大袋地区センター・公民館内）

【日 時】２月１１日（日）開場：午前１０時 開演：午前１０時２０分
【会 場】サンシティ越谷市民ホール 大ホール
【出 演 団 体】埼玉県立越谷技術総合高等学校、越谷市音楽団、埼玉プレミアブラス、
【出 演 団 体】SWING BEARS、Monthly Ｊazz Orchestra、K-majic Swing Orchestra、
【出 演 団 体】ＤREAM SWING KINGDOM、ALL SWING JAZZ ORCHESTRA
【定 員】１６００名
※満員の場合は入場をお断りすることもございます。立ち見はできません。
【入 場 料】無料 ※整理券の事前配布はございません。当日会場に直接お越しください。
【主 催】こしがやミュージックフェスタ実行委員会、越谷市内全１３公民館 【問 合 せ】大袋地区センター・公民館

【日
【会
【共
【内

時】2 月１７日（土）午前 9 時４５分〜午後 1 時 ※受付は午前 9 時３０分から開始します。
場】大袋地区センター・公民館 大会議室
催】大袋公民館・大袋地区コミュニティ推進協議会健康福祉部会
容】第一部 健康に関する講演会 「健康増進について」
講師
古澤 浩生 氏 （特定医療法人 敬愛会 リハビリテーション天草病院 理学療法士）
第二部 演芸鑑賞等及び昼食会
歌唱：勝部 道子 氏、勝部 有佳 氏
講座：越谷警察署 職員
【対 象】大袋地区在住の６０歳以上の方 ８０名
【参加費】３００円（昼食代等）
【申込み】2 月５日（月）午前 9 時から参加費を添えて直接大袋地区センター・公民館大会議室へ(申込み順・電話不可)
【対 象】※申込みは本人のみ受付けます。複数人分の申込みはご遠慮ください。ただし、家族分は可とします。定員
になり次第締め切ります。

1 月７日（日）
、越谷市制６０周年記念平成２９年度越谷市大袋地区成人式が埼玉県立大学講堂で開催され
ました。当日は天候にも恵まれ、２５３名の新成人が参加しました。
平成２９年度越谷市成人式に欠席された方へ
新成人実行委員の企画による催し物では、抽選会や記念写真撮影が行われ、手
づくりの心のこもった成人式を開催することができました。
２月中旬から記念品及び記念パンフレッ
実行委員の皆様、埼玉県立大学の職員の皆様におかれましては、ご支援ご協力
トをご自宅に配送する予定です。
※対象は、平成２９年１１月１日現在、越
ありがとうございました。この場をお借りして、深く感謝申し上げます。
谷市に住所を有する新成人で、平成２９年
【共 催】越谷市・越谷市教育委員会・越谷市大袋地区成人式実行委員会
度越谷市成人式を欠席した方になります。
【問合せ】越谷市大袋地区成人式実行委員会事務局（大袋地区センター・公民館内）

大袋地区センター･公民館
２月イベントカレンダー
越谷市では、市民のスポーツ・レクリエーションの普及と振興のため、地区ス
ポ･レク推進委員会のもとに、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で開放
しています。
平成３０年度（平成３０年４月〜平成３１年３月）に学校体育施設の利用予定
がある団体は、利用団体登録の手続きを行ってください。なお、前年度に登録を
している団体につきましても再登録が必要となりますので、ご注意ください。
【対象となる団体】地区住民のスポーツ・レクリエーション活動を行う、１０名
【対象となる団体】以上で構成された団体。大袋地区以外の方が団体にいる場合
【対象となる団体は大袋地区センター・公民館までご相談ください。
【利用可能施設の詳細】
①大袋小学校・大袋北小学校・大袋東小学校・千間台小学校の校庭及び体育館
［開放日時］日曜日及び祝日（午前８時３０分〜午後４時３０分）のうち
毎月１コマ（２時間）
［利 用 料］無料
②大袋中学校の校庭（夜間利用のみ）
［開放日時］４月〜１１月（午後７時〜午後９時）
［利 用 料］１回の利用につき５００円（ナイター照明代）
【受 付】大袋地区センター・公民館の窓口で随時受け付けます。申請書を大袋
【受 付】地区センター・公民館で配布いたしますので、必要事項をご記入のう
【受 付 え、窓口へご提出ください。

1 (木)
2 (金)
3 (土)
4 (日)市民課業務
5 (月) 健康に関する講演会及び幸齢者のつどい 申込み開始
6 (火)
7 (水)
8 (木)
9 (金)
10 (土)
建国記念日（開館）
11 (日)
こしがやミュージックフェスタ 2018
12 (月)振替休日（休所日）
13 (火)
14 (水)
15 (木)
16 (金)赤ちゃんと一緒※
17 (土) 健康に関する講演会及び幸齢者のつどい
18 (日)
19 (月)
20 (火)
21 (水)
22 (木)
23 (金)赤ちゃんと一緒※
24 (土)公共施設等総合管理計画意見交換会
25 (日)
26 (月)地区だより配送
27 (火)
28 (水)

※赤ちゃんと一緒は、受付が終了しております。

東武スカイツリーライン大袋駅で、市内で生
産された新鮮野菜、加工品等の直売会を行いま
す。地元の農家さんが直接販売しますので、と
っても新鮮です。この機会に、ぜひお買い求め
ください！
【日 時】2 月 21 日（水）
午後 4 時〜概ね午後６時まで
※品物がなくなり次第終了します。
【場 所】大袋駅 自由通路
【主 催】越谷市農業団体連合会 日の出会・
花卉部会・観光農園部会

【問合せ】越谷市農業団体連合会事務局
℡963-9193（農業振興課）
※お会計は農家さんごとにお願いします。

千間台地域の活性化を目的に、飲
食店や和洋菓子店等で越谷いちご
を使ったオリジナルメニューを期
間限定で販売します。また、参加店
（13 店舗）のうち２店舗巡って対
象商品を購入すると、抽選で素敵な
景品が当たるスタンプラリーを実
施します。
【実施時期】2 月 16 日（金）〜3
月 4 日（日）まで
【販売場所】せんげん台駅周辺飲食
店（カフェ含む）、菓子店、パン屋
等 13 店舗
※詳細は、越谷商工会議
所ホームページ又はリー
フレットをご確認ください。

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」を策定しました。今後は、この計画に基づき、各
施設の具体的な方向性の検討を行います。
そこで、この計画の概要説明と、地区内にある公共施設について地区の皆様
のご意見を伺うため、意見交換会を開催します。ぜひご参加ください。
【日 時】２月２４日（土）午後２時３０分から
【場 所】大袋地区センター・公民館 大会議室
【対象者】市内在住者
【内 容】(１)公共施設等総合管理計画の概要説明
【内 容】(２)大袋地区における公共施設についての意見交換
【申込み】２月１７日（土）までに電話・窓口にて大袋地区センター・公民館
へお申し込みください。
【問合せ】公共施設マネジメント推進課 ℡963-9124
【問合せ】E-mail 10015300@city.koshigaya.saitama.jp

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
証明書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。

登校時の安全確保や交通安全教育などを行う交
通指導員を募集します。
【対象者】市内在住で交通法令及び交通問題に理解
と関心が高く、健康で指導力があり、矯
正視力を含み両眼で 0.5 以上の 20 歳〜
59 歳(平成 30 年 4 月 1 日現在)の方
若干名
【内 容】(1)登校時における安全確保
（午前 7 時 30 分前後の概ね 1 時間程度 ）
【内 容】(2)小学校や幼稚園等での交通安全指導(随時)
【内 容】(3)市の行事等の交通整理など(随時)
【報 酬】月額 6 万 1400 円
【申込み】2 月 15 日(木)午後 5 時 15 分（土日・
祝日を除く）までに写真を貼った履歴書
をくらし安心課へ直接お持ちください。
【面 接】2 月 20 日（火）
【問合せ】くらし安心課 ℡963-9185

