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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 H30.3.1 現在

人口
男性

51,222 人（世帯数 22,569 世帯） 人口
25,263 人 女性 25,959 人
男性

340,844 人（世帯数 150,660 世帯）
169,619 人 女性 171,225 人

【日
時】5 月 13 日（日） ◇開会式:午前 8 時 30 分から ◇試合開始:午前 9 時から
【会
場】越谷市立大袋中学校・体育館
【参加資格】地区内在住の 13 歳以上の男女（平成３1 年 4 月 1 日現在）
【チーム編成】団体戦は自治会単位に 1 チーム男女各 4 名で編成し、1 自治会及び 1 中学校で複数チームの参加可。
1 自治会で１チーム編成ができて、なおかつ人数が多い場合は、他の自治会との混成で編成可。
【競技種目】団体戦[自治会及び中学校対抗]
※団体戦の混合ダブルスは「ラージボール戦」となります。
※今年度の大会については、個人戦[ミックスダブルス戦]は行いません。
【申 込 み】各自治会のスポ・レク委員にお配りした申込み用紙に記入し、4 月 29 日（日）午後 5 時までに大袋
地区センター・公民館へ。
※参加申込書には必ず自治会長の承認を受けてください。中学校は学校長名で申請してください。
【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）

大袋地区内在住の方で、越谷市体育賞の各賞を受賞された皆様です。ますますのご活躍を期待いたします！
【優秀選手賞】
（敬称略）
・硬式野球＝竹本真尋（花咲徳栄高）
・サッカー＝月東優季乃（十文字高）
・ソフトボール＝三根暁（春日部東高）
、原田葉月（春日部東高）
【体育奨励賞】
（敬称略）
・空手道＝ 八幡華菜（国際空手道連盟極真会館・庄和高）、堀暖（飛勇会・千間台小）、服部彪我（空手道連盟・春日部工業高）、
川島絆（統武会・千間台小）、川島碁和萌（統武会・千間台中）
・陸上＝大橋雪奈（しらこばと陸上クラブ・大袋小）
、小屋野咲花（しらこばと陸上クラブ・大袋東小）
・拳法＝長田陽南（拳精館・大袋北小）
・体操＝吉野颯馬（ひこばえ体操クラブ・大袋幼稚園）
、末永篤志（ひこばえ体操クラブ・千間台小）
、
下村陽真（ひこばえ体操クラブ・大袋東小）
、下村健琉（ひこばえ体操クラブ・大袋東小）
、
熊木颯太（ひこばえ体操クラブ・大袋小）
、橋本幸芽（ひこばえ体操クラブ・大袋東小）
・スピードボール＝疋野将人
・ダンス＝木村花恋（J-STYLE・Elite troop・大袋小）
・チアダンス＝高野真優（南稜高）
【問合せ】大袋地区センター・公民館

【日
【会
【対
【参 加

時】５月１８日（金）
場】紫あやめ３６ 東コース（千葉県野田市鶴奉４６３−１）※現地集合
象】市内在住の方 ※在勤不可
費】３，５００円（賞品代等）
※プレー費は各自負担（１２，０００円 セルフプレー、カート、昼食・ソフトドリンク付 税込）
【競技方法】
〈個人戦〉１８ホール 新ぺリア方式
【競技方法】
〈団体戦〉各地区上位 5 名の合計
【申 込 み】４月１９日（木）までに参加費を添えて大袋地区センター・公民館へ
【主
催】越谷市民ゴルフ運営委員会
【後
援】越谷市・越谷市教育委員会
【問 合 せ】生涯学習課 ℡963−9283

大袋地区センター･公民館
４月イベントカレンダー
1 (日) 市民課業務
大袋地区コミュニティ推進協議会では、地域の皆さまと行政との協働で
まちづくりを推進しています。福祉・環境・防災・文化活動・各種イベン
ト等の企画・運営やコミ協だよりの作成などに関心のある方は、ぜひコミ
協活動にご参加ください。皆さまも一緒に、まちづくりをしませんか？
詳しい内容については、大袋地区コミュニティ推進協議会事務局（大袋
地区センター・公民館内）へお問合せください。

2 (月)
3 (火)
4 (水)
5 (木)
6 (金)
7 (土)
8 (日) 大袋地区ビーチボール大会申込み〆切
9 (月)
10 (火)

【日 時】４月７日（土）、５月５日（土）
【日 時】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）
【場 所】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。
【費 用】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

11 (水)
12 (木)
13 (金)
14 (土)
15 (日) 大袋地区ソフトボール大会
16 (月)
17 (火)
18 (水)

在宅訪問歯科保健事業

19 (木)
20 (金)

【実施期間】平成３０年４月１日〜平成３１年３月３１日（通年）
【対 象】身体が不自由で歯科医院へ行くことが困難な方
【内 容】歯科医師・歯科衛生士による歯科検診・相談、歯や
口の中を清潔に保つ方法等の指導（自宅に訪問しま
す。治療は行いません。
）
【費 用】無料
【申込み】市民健康課または、保健カレンダーの歯科健診等実施医療機関一
覧に掲載されている歯科医療機関へ事前にお申込みください。
【問合せ】市民健康課(越谷市立保健センター) ℡978−3511

本市においては、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証
明書がコンビニ等に設置のマルチコピー機から取得できるようになっておりま
す。
市内のみならず、全国のコンビニ等で証明書が取れる大変便利なサービスで
す。この機会にぜひご利用ください。
【利用時間】午前６時３０分〜午後１１時
【取扱証明書】住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部・個人事項証明書、
【取扱証明書】課税（非課税）証明書
【取扱店舗】セブン−イレブン、ファミリーマート、ローソン等の各店舗
【必要なもの】マイナンバーカード（個人番号カード）
【問 合 せ】市民課住民記録担当 ℡963-9126

オオブクロ イングリッシュ クラブ
新会員募集中です！！
【日 時】毎週金曜日
【活動日時】午前１０時〜１１時３０分
【場 所】大袋地区センター・公民館
【講 師】花田 睦子
【会 費】月額３,５００円
【募集人数】制限はありません。
【問合せ】℡090-2426-3442(山根)
会員相互が楽しみながら日常会話を学びます。

自彊術

大竹教室

何歳からでも、椅子に座ってもで
きる健康体操です。
【日 時】月４回 木曜日
【日 時】午前 10 時〜11 時 3０分
【場 所】大袋地区センター・
公民館２階 和室
【講 師】森富 幸子
【入会金】３,０００円
【会 費】月額３,０００円
【募集人数】制限はありません。
【問合せ】℡974-4964(遠藤)

21 (土) 定期利用団体研修会
22 (日) 大袋地区ビーチボール大会
23 (月)
24 (火) 大袋地区親睦グラウンド・ゴルフ大会
25 (水) 大袋地区親睦グラウンド・ゴルフ大会予備日
26 (木) 地区だより配送
27 (金)
28 (土)
29 (日)

昭和の日
大袋地区卓球大会申込み〆切

30 (月) 振替休日（休所日）

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。

