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大袋地区センター･公民館 大竹 160－2 TEL:048-975-3952
FAX:048-975-3995
千間台記念会館
千間台西 1－9－9 TEL･FAX:048-976-3006

大袋地区の人口と世帯数

地区の情報
人口などは H2９.10.1 現在

人口
男性

越谷市の人口と世帯数

51,230 人（世帯数 22,469 世帯） 人口 340,206 人
（世帯数 149,860 世帯）
25,227 人
女性 26,003 人
男性 169,272 人 女性 170,934 人

【日
時】１１月１８日（土）午前１０時～午後 4 時、１１月１９日（日）午前９時３０分～午後３時３０分
【会
場】北部市民会館・恩間第 2 公園
【模擬店部門】焼きそば、餅、赤飯、アンデスバーベキュー、ミートパイ、タコス、ペルー風カレー、五目寿司、コロッ
ケ、古漬、まんじゅう、草花の販売、野菜の販売、バザー、健康相談、フライドポテト、切り絵等
※模擬店会場は、北部市民会館脇の第２駐車場です。また、出店時間は両日ともに午後３時までです。
【展示部門】フラワーアレンジメント、水引工芸、ねんど工作、パッチワーク、切り絵、写真、木目込み人形等
【演出部門】＜お茶席＞千間台茶道クラブが行います。お茶会の会場は２階の和室です。
（１８日のみ）
＜ステージ発表のスケジュール＞
１１月１８日（土）のスケジュール
団体名

発表内容

１１月１９日（日）のスケジュール

出演時間

発表内容

団体名

9:30～10:00

合唱等

大袋東小学校

大袋幼稚園
大袋小学校
大袋北小学校

遊戯・合唱
合唱
郡読・合唱

10:00～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30

ゲーム
詩吟
日本舞踊

ウメブクローじゃんけん大会
せんげん台詩吟クラブ
藤綾会

千間台小学校

合唱・器楽等

11:30～12:00

ダンス

M dance school

大袋詩吟クラブ

詩吟

12:00～12:30
12:30～13:00

フラダンス

カフラオ・クプ・アエケ・アロハ

13:00～13:30

コーラス

ピースフルコール

つぼ実会

日本舞踊

日本舞踊
ジャズダンス

美代賜会
チーム バッカス

ハラウ・オ・ケアロハ・ホアカリィ

フラダンス

13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30

ジャズ演奏

大袋地区民生児童委員協議会

演奏

オールスウィング

ジャズ オーケストラ

15:30～16:00

※出演時間はあくまで目安です。予定より早く発表が終わる場合もございますので、ご覧になりたい発表がある方は、
出演時間より早めにご来場ください。
【ご来場の皆様へ】文化祭用の駐車場はございません。徒歩または自転車等でご来場いただきますよう、ご協力をお願
いいたします。また、会場周辺の路上駐車は、近隣住民のご迷惑となりますので、お控えください。

１０月１日（日）
、大袋中学校を会場に、第４４回大袋地区体育祭が開催されました。
総合成績と主な競技結果は以下のとおりです。選手の皆さん、お疲れ様でした。
また、大会にご尽力いただきました実行委員の皆さん、ご協力ありがとうございました。
＜第４４回大袋地区体育祭 総合成績及び地区対抗種目 上位チーム一覧＞
総合成績 チーム名
総合成績
チーム名
種目
第１位
第２位
優勝
大竹
第７位
大林
二人三脚競走リレー
大竹
鯛之島
準優勝
鯛之島
第８位
恩間新田
子ども紅白玉入れ
大竹 A
袋山北
第３位
袋山北
第９位
袋山東
紅白玉入れ
鯛之島
大竹
第４位
大道
大玉ころがしリレー
大竹
大道
第５位
千間台西
綱引き
千間台西
袋山北
第６位
恩間
地区対抗リレー
袋山北
千間台西

【日時】
：平成３０年１月７日（日）午後１時から
【会場】
：埼玉県立大学 講堂
※会場の埼玉県立大学は構内全て禁煙・禁酒です。

第３位
恩間
大道 A
袋山北
鯛之島
大竹
袋山東

第 17 回大袋北交流館・地域交流祭
【日 時】11 月 12 日（日）午前 9 時～午後 3 時
【会 場】大袋北交流館及び袋山第４ふれあい公園
【催し物】演芸、展示、児童コンサート、模擬店、フリーマーケット
【問合せ】大袋北交流館 ℡971-1010

大袋地区センター･公民館
1１月イベントカレンダー
【日

時】１１月２２日～１２月１３日 毎週水曜日（全４回）
午前１０時１５分～午前１１時３０分
回
1 回目
２回目
３回目
４回目
日程 11 月 22 日 11 月２９日 12 月６日 12 月１３日
【会 場】千間台記念会館 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】体を動かして遊びながら親子のコミュニケーションを育む
【参加費】４００円（材料費）
【講 師】田井 玲子 氏（越谷子育てサークルネットワークの会）
【申込み】１１月４日（土）午前１０時から参加費を添えて千間台記念会館へ
（申込順・電話不可）

【日

時】１１月２５日（土）①午前９時～正午 （①②どちらかのみ）
②午後０時３０分～午後３時３０分
【会 場】大袋地区センター・公民館 調理室【参加費】1,500 円（材料費）
【内 容】5 人前の二八そばの手打ち体験、試食（新そばです！）
（講師の打ったそばの試食。打ったそばの持ち帰り）
【対 象】市内在住の方で、①、②ともにそれぞれ８名まで
【持ち物】エプロン（前掛け可）
、三角巾（バンダナ可）、タオル（手拭き用）
【講 師】後藤 修一氏 他２名（手打ちそばの会、野田弐八会所属）
【協 力】手打ちそば処「たなみ」
【申込み】１１月４日（土）午前１０時から１１月１８日（土）午後５時ま
でに、参加費を添えて大袋地区センター・公民館へ。定員になり
次第締め切り。
（申込順・電話不可）

【日 時】１２月１６日（土）午前 10 時～午後 1 時
【会 場】千間台記念会館 調理室
【参加費】１，５００円（材料費、保険料）
【対 象】市内在住で小学校１年生～
６年生の親子６組（先着順）
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具、食器を拭くた
めの布巾
【講 師】柏木 文夫 氏（国際クッキングスクール）
【申込み】１１月１１日（土）午前９時から、参加費を
添えて千間台記念会館へ（申込順・電話不可）

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備
え、次のとおり情報伝達訓練を行いま
す。この訓練は、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）(※)を用いた訓練で、越
谷市以外の地域でも様々な手段を用い
て情報伝達訓練が行われます。
【日 時】１１月１４日（火）
午前１１時
【放送内容】チャイム音＋「これは、Ｊア
ラートのテストです×３」
＋「こちらは、ぼうさいこ
しがやです」＋チャイム音
【問合せ】危機管理課 ℡963-9285
※ Ｊアラートとは、地
震・津波や武力攻撃な
どの緊急情報を、国か
ら人工衛星などを通じ
て瞬時にお伝えするシ
ステムです。

【日 時】１２月２日（土）午後１時３０分～午後３時
【会 場】大袋地区センター・公民館 大会議室
【講 師】桑原 巡 氏（埼玉県文化ともしび賞受賞者）
【内 容】講演
【対象者】地区内在住の方１００名
【主 催】大袋地区コミュニティ推進協議会
参加費は無料です
【主 管】大袋地区コミュニティ推進協議会 総務部会
【申込み】１１月１日（水）午前９時から大袋地区センターで受付（電話可）

1 (水) コミュニティ講演会申込み開始
2 (木)
3 (金) 文化の日（休所日）
楽しい子育て講座申込み開始
4 (土) そば打ち体験教室申込み開始
English in use②※
市民体育祭中央大会
5 (日)
市民課業務
6 (月)
7 (火) 将棋パワーアップ講座※
8 (水) コミ協ウォーキング※
9 (木)
10 (金)
親子料理教室申込み開始
11 (土)
English in use③※
12 (日) 市民体育祭中央大会（予備日）
13 (月)
14 (火)
15 (水)
16 (木)
17 (金)
文化祭
18 (土)
English in use④※
19 (日) 文化祭
20 (月)
21 (火) 将棋パワーアップ講座※
22 (水) 楽しい子育て講座①
23 (木) 勤労感謝の日（休所日）
24 (金)
25 (土) そば打ち体験教室
26 (日)
27 (月)
28 (火)
地区だより配送
29 (水)
楽しい子育て講座②
30 (木) 木目込み人形教室

※受付は終了しています。
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。
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。

北部市民

会館

【日

時】１２月１０日（日）午前１１時開演(１０時３０分開場）
※公演時間約６０分（休憩なし）
【会 場】北部市民会館 劇場
【対 象】３歳以上で静かに鑑賞できる方 【入場料】無料
【申込み】当日の朝９時３０分より、会場にて入場整理券を配布し
ます。※配布はお一人４枚まで。入場整理券の配布は
定員（２２１名）になり次第終了。
【問合せ】越谷コミュニティセンター・文化事業課
℡985-1113

【日 時】１２月４日（月）
１４時００分～１４時５０分
【場 所】大袋中学校校庭
※徒歩、もしくは、自転車でお越しください。
※雨天等グラウンドコンディション不良の場
合は、体育館で行うため、生徒のみの参加と
なります。参加希望の方は下記まで。
【申込み・問合せ】くらし安心課
防犯・交通安全担当 ℡963－9185
Fax965－8887

