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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 H31(2019).1.1 現在

人口
男性

51,239 人（世帯数 22,829 世帯） 人口
25,242 人 女性 25,997 人
男性

342,945 人（世帯数 153,166 世帯）
170,571 人 女性 172,374 人

【日
【内

時】3 月 2 日（土）
・3 日（日） 午前 10 時〜午後 3 時 【会場】越谷梅林公園（大林２０３-１）
容】式典、植樹式、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、
植樹募金活動、草花・苗木の販売、その他のイベント
◆芝生広場のイベントスケジュール ※時間は前後する可能性があります。
2 日(土)
3 日(日)
10:00〜10:40 式典・植樹式
11:00〜11:40 埼玉県立大学 MayBe のダンス
10:40〜11:00 児童画コンクール入賞作品表彰式 12:00〜12:40 M dance school のダンス
11:00〜11:30 大袋幼稚園鼓笛隊の演奏
13:00〜14:40 Yosakoi 桜美輪のよさこいソーラン
11:50〜12:30 越谷市消防音楽隊の演奏
12:50〜13:30 埼玉県立大学ＪＯＹのアカペラ
13:50〜14:30 越谷福来龍隊のよさこいソーラン
2 日・3 日
10:00〜15:00 ウメブクロー園内周遊（随時）
、児童画コンクール入賞作品の展示、各種模擬店
※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。

◆梅まつり期間中の無料シャトルバスのご案内
運行時間
1便
2便
3便
4便
5便
6便
7便
①東武スカイツリーライン北越谷駅西口より、越谷梅林公園
イオンせんげん台店 発 9:00
9:45
10:30 11:20 12:45 13:35 14:30
直通のシャトルバス(9:30〜15:00 ※状況により変更に
梅まつり会場 着発
9:20
10:05 10:50 11:40 13:05 13:55 14:50
なる場合があります)を運行します（約１５分間隔）
。
②イオンせんげん台店専門店街の協賛により、イオンせんげ イオンせんげん台店 着 9:35 10:20 11:10 11:55 13:25 14:15 15:10
ん台店と越谷梅林公園を結ぶシャトルバスが運行されま
イオンシャトルバス利用に関する注意事項
す。詳細は右記をご参照ください。
※定員２７名の先着順とさせていただきます。
【お 願 い】会場内に駐車場はありませんので、お車でのご来場はお
※イオンせんげん台店発３０分前よりバス乗り
場にて乗車整理券を配布いたします。
控えください。徒歩または自転車、無料シャトルバスで
※乗車整理券はお一人様[５枚]までとさせていただきます。
ご来場いただきますよう、ご協力をお願いします。
※出発３分前にはバスにご乗車ください。
【主
催】越谷梅林公園梅まつり実行委員会
※梅まつり会場発は乗車整理券の配布はありません。
先着順とさせていただきます。
（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・大袋地区自治会連合会
【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）

1 月 13 日（日）
、平成 30 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、271 名の新成人が参加しました。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。
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。
○平成 30 年度越谷市成人式に欠席された方へ
欠席された方につきましては、対象地区の公民館または越谷市教育委員会生涯学習課までお越しいただき、成人式案
内ハガキと引き換えに記念品等をお渡しいたします。
※1 月下旬に越谷市教育委員会生涯学習課よりご自宅へ通知文が郵送されております。
※対象は、平成 30 年 11 月 1 日現在、越谷市に住所を有する新成人で、平成 30 年度越谷市成人式を欠席した方になります。
【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
【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。

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３1 年度(2019 年度)(2019 年４月〜2020 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
※大袋東小学校については、大人の方がソフトボールをすることはできません。
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え、窓口へご
提出ください。

【日

時】2 月 16 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。
【会 場】大袋地区センター・公民館 大会議室
【共 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
【内 容】第一部 健康に関する講演会 「健康と認知症」
講師 越谷市地域包括支援センター 大袋 職員
第二部 幸齢者のつどい 「演芸鑑賞等及び昼食会」
【内 容】①講話（交通安全講話(自転車の運転について)）
講師 越谷警察署 職員
②歌唱
演歌歌手 桃木 ゆり 氏
③昼食会
【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 4 日(月)午前 10 時から参加費を添えて直接大袋地区センター・
【申込み】公民館大会議室へ(申込み順・電話不可)
【申込み】※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。

【日
【日
【日
【場

1 (金)
2 (土)ビブリオバトル
こしがやミュージックフェスタ 2019
3 (日)
市民課業務
4 (月) 健康に関する講演会及び幸齢者のつどい 申込み開始
5 (火)
6 (水)
7 (木)
8 (金)
9 (土)
10 (日)
11 (月)建国記念日（休所日）
12 (火)
13 (水)
14 (木)
15 (金)赤ちゃんと一緒
16 (土) 健康に関する講演会及び幸齢者のつどい
17 (日)
18 (月)
19 (火)
20 (水)
21 (木)
22 (金)赤ちゃんと一緒
23 (土)
24 (日)
25 (月)
26 (火)地区だより配送
27 (水)
28 (木)

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。

自彊術

大竹教室

時】3 月 2 日（土）
東武スカイツリーライン大袋駅で、市内
時】午前 10 時〜午後 3 時
何歳からでも、椅子に座ってもで
で生産された新鮮野菜、加工品等の直売会
時】（雨天決行、荒天中止）
を行います。地元の農家さんが直接販売し きる健康体操です。
所】原っぱ公園
（西大袋土地区画整理事業地内） ますので、とっても新鮮です。この機会に、 【日 時】月４回 木曜日
【場 所】駐車場 １５台あり
【日 時】午前 10 時〜11 時 3０分
【内 容】穴掘りや泥んこ遊びなど自由な ぜひお買い求めください！
【日 時】2 月 20 日（水）
遊びができます。
【会 場】大袋地区センター・
【費 用】無料
午後 4 時〜概ね午後６時まで
【申込み】開催時間中に直接現地にお越し
公民館２階 和室
※品物がなくなり次第終了します。
下さい。
【講 師】森富 幸子
【場 所】大袋駅改札前自由通路
【問合せ】青少年課 ℡963-9308
【主 催】越谷市農業団体連合会 日の出会・ 【入会金】３,０００円
花卉部会・観光農園部会
【会 費】月額３,０００円
【問合せ】越谷市農業団体連合会事務局
【募集人数】制限はありません。
℡963-9193（農業振興課）
※お会計は農家さんごとにお願いします。 【問合せ】℡974-4964(遠藤)

☆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！！

