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大袋地区の人口と世帯数

地区の情報
人口などは R1.５.1 現在

人口
男性

越谷市の人口と世帯数

51,306 人（世帯数 23,008 世帯） 人口 343,568 人
（世帯数 154,278 世帯）
25,251 人
女性 26,055 人
男性 170,841 人
女性 172,727 人

全国的に少子化や核家族化が進み、孤立感に悩む親が増えてきている現在、１歳６ヶ月～３歳代の幼児と
その保護者を対象に、体を動かして遊びながら、仲間づくりや親子のコミュニケーションを育みます。また、
日頃の子育てについての悩みを話し合う場を提供することにより、子育てを支援します。
【日 時】６月１９日、２６日、７月３日、１０日 毎週水曜日（全４回）
午前１０時１５分～午前１１時３０分
【会 場】大袋地区センター・公民館 大会議室
【対 象】市内在住の１歳６ヶ月～３歳代の幼児と保護者１５組（３０名）
【内 容】親子の遊びを通して、子育てを支援する。
【参加費】４００円（材料費）申込み時に徴収します。
【申込み】６月 5 日（水）午前１０時から参加費を添えて大袋地区センター・公民館へ（申込順）
【講 師】講
師…田井 玲子 氏（越谷子育てサークルネットワークの会）
補助講師…梅川 由美子 氏
【問合せ】大袋地区センター・公民館

大袋地区代表選手が、各種目の大会で優勝を目指して頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。
◆ソフトボール大会
【日 時】６月２日（日）試合開始：午前８時４５分 [予備日：６月９日（日）]
【会 場】江戸川広域運動公園グラウンド
頑張れ！
◆卓球大会
【日 時】６月２３日（日） 試合開始：午前９時３０分 【会 場】越谷市立総合体育館 第２体育室
◆ビーチボール大会
【日 時】６月２３日（日） 試合開始：午前９時３０分 【会 場】越谷市立総合体育館 第１体育室
【問合せ】大袋地区スポ・レク推進委員会事務局（大袋地区センター・公民館内）
※会場へお越しの際、近隣店舗への駐車はご迷惑となりますのでお控えください。

家庭教育学級は、保護者自身が子どもの成長や子どもをとりまく環境・文化について考え合い、家庭が本
来果たすべき役割を見つめなおす機会となるような学習の場です。
【日 時】6 月２９日（土）午後１時３０分～午後３時３０分まで 【会 場】大袋地区センター・公民館 大会議室
【対 象】市内在住の小中学生のお子さんを持つ保護者 ３０名 ※乳幼児のいる方のために保育室を設けます。
【内 容】人権教育事業 「いじめのこころ」
【参加費】無料
【講 師】九ノ里 幸子（くのり さちこ）氏（元大袋東小学校校長）
【申込み】６月２日（日）午前９時から大袋地区センター・公民館へ。（電話可）
【問合せ】大袋地区センター・公民館
＜会場案内図＞

【日

時】7 月 5 日（金）～７月６日（土）
午前１０時～午後３時（雨天決行、荒天中止）
【場 所】原っぱ公園（西大袋土地区画整理事業地内） 駐車場 １５台あり
【内 容】穴掘りや泥んこ遊びなど、自由な遊びができます。
【参加費】無料
【申込み】開催時間中に直接現地にお越し下さい。
【問合せ】青少年課 ℡９６３－９３０８
☆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
６月イベントカレンダー
大会の結果は下記のとおりです。
（敬称略）
総合結果表
順位
氏名
自治会名
小野塚 秀次
袋山第４自治会
優勝
渡部 義男
恩間第５自治会
準優勝
斉藤 綱男
恩間第１自治会
第３位
【問合せ】大袋地区スポ・レク推進委員会事務局（大袋地区センター・公民館内）

1 (土)

市民課業務
2 (日) 市民体育祭ソフトボール大会

家庭教育学級申込み開始
3 (月)
4 (火)
5 (水) 楽しい子育て講座申込み開始
6 (木)
7 (金)
8 (土) 親子米づくり教室※

大会の結果は下記のとおりです。
男子の部
優勝
袋山第１自治会
準優勝
鯛之島自治会 A

9 (日) 市民体育祭ソフトボール大会（予備日）

女子の部
鯛之島自治会
恩間第３自治会

10 (月)
11 (火)
12 (水)
13 (木)

【問合せ】大袋地区スポ・レク推進委員会事務局（大袋地区センター・公民館内） 14 (金)
15 (土) 親子米づくり教室（予備日）※
16 (日)

大会の結果は下記のとおりです。
総合結果表
優勝
恩間連合自治会
準優勝
千間台西六丁目自治会Ａ
第３位
千間台西四丁目自治会

17 (月)
18 (火)
19 (水) 楽しい子育て講座①
20 (木)
21 (金) 赤ちゃんと一緒①
22 (土)

【問合せ】大袋地区スポ・レク推進委員会事務局（大袋地区センター・公民館内） 23 (日) 市民体育祭卓球・ビーチボール大会
24 (月)
25 (火)

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
直売会を行ないます。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】６月 1９日（水）午後４時～午後 6 時頃まで
※品物がなくなり次第終了。
【会 場】大袋駅改札前
【主 催】越谷市農業団体連合会 日の出会
【問合せ】越谷市農業団体連合会事務局（農業振興課）℡９６３－９１９３
※お手数ですが、お会計は農家さんごとにお願いします。

26 (水)

楽しい子育て講座②
地区だより配送日

27 (木)
28 (金) 赤ちゃんと一緒②
29 (土) 家庭教育学級
30 (日)

※申込みは終了しています。

<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。
【日 時】平日の放課後（概ね午後 3 時～午後 5 時頃）または土曜日
<休日の市民課業務のご案内>
週１回～月 1 回程度（ご都合にあわせて）
大袋地区センターでは、平日以外に
【会 場】市内小学校や地区センター・公民館(市内 18 ヶ所で実施しています)
も毎月第１日曜日に住民票の写し、戸
【内 容】子どもたちへの指導（学習、昔遊び、スポーツ等）
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
安全確保のための見守り
となります。
【申込み】青少年課 ℡９６３－９３０８
なお、請求の際には、本人確認が必
放課後子ども教室とは…
要となりますので、運転免許証等の書
放課後や週末に、子どもたちが安全・安心に活動できる居場所として、異年齢の 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。
子どもたちや地域の方々との交流や、宿題やスポーツ・文化活動など、多様な
詳細は大袋地区センター・公民館へ。

交流活動に取り組んでいます。

北越谷公民館
日頃の運動不足の解消や心身の健康維持のため一緒に身体を動かしてみませんか！！
【日 時】６月２５日（火）午前１０時～正午
【会 場】北越谷地区センター・公民館 大会議室 【対象者】市内在住の方 ３０名
【内 容】ロコモってなに？？～足腰を鍛えよう！～（講義、健康体操）
【参加費】無料 れｃｖ【持ち物】タオル、飲み物（水分補給用）
、筆記用具、動きやすい服装
【講 師】レイクタウン整形外科病院
【申込み】６月４日（火）午前１０時から 6 月 18 日（火）午後５時までに北越谷地区センター・公民館まで
【講座申込フォーム】
※電話・電子申請による受付可（先着順）
【問合せ】北越谷地区センター・公民館 ℡９７６－５７５８

☆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。皆さん自治会に加入しましょう！！
。

