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戸田市は平成28年10月1日に
市制施行50周年を迎えました。

とだグリーンウェイブ2017
グリーンウェイブとは、5月22日の「国際生物多様性の日」を中心に、生
物多様性保全のために行動を呼びかける世界共通のキャンペーンです。
国内では、毎年3月1日～6月15日の期間で行動が呼びかけられ、市で
も下記のとおり「とだグリーンウェイブ2017」を実施します。
◆苗木の配布（第1期）
■対3月1日（水）～31日（金）に市内民有地に植樹できる2人以上の団体
※家族や友人同士も可
配布場所 原則毎週水曜日に現地配布
■申事前相談の上、3月15日（水）までに申請書を下記へ ※電話相談可。
樹種、本数は希望に添えない場合あり。原則外来種は除く。植樹後、写
真の提出が必要です
◆市ホームページで紹介
■対3月1日～6月15日に、植樹や草刈り、緑や生き物に関する普及啓発
など、グリーンウェイブの活動をした団体
■申6月22日（木）までに、団体名、メンバー数、期間中に実施したグリー
ンウェイブ活動内容、活動日時を記載し、活動写真を添付して電子メー
ル（midori-koen@city.toda.saitama.jp）で
■問みどり公園課（内線319）

戸田公園駅前出張所窓口業務の一時変更
システムメンテナンスのため、下記の日程で
戸田公園駅前出張所窓口業務の取り扱いを一
時変更します。下記変更以外の業務は通常ど
おり行います。詳しくは市ホームページをご
覧ください。
■時3月11日（土）、12日（日）
■内○証明書の請求、住民異動および印鑑登録
の届出は受付可○一部の証明書（①住民異動・
印鑑登録を同日届出した人の証明書など②税
証明書、納税証明書など）は13日（月）に交付
■問戸田公園駅前出張所�420‐9734

市美術協会展（会員展）
■時3月9日（木）～12日（日）、午前10時～午後
5時 ※初日は午後1時～
■所文化会館2階展示室
■内水彩、油彩、水墨画、工芸（陶芸、七宝）、

そ

彫塑
■問市美術協会 石橋�442‐3566

老人クラブ連合会 第25回作品展
市内の単位老人クラブに加入する会員の作品
（書、絵画、手芸、陶芸、写真、俳句など）を
展示します。
■時2月22日（水）、23日（木）、午前10時～午後
3時
■所文化会館2階展示室 ※入場無料
■問市老人クラブ連合会事務局（長寿介護課内）
（内線471）

戸田市ラグビー祭
トップイーストのラグビーチーム「ヤクルト
レビンス」の協力の下、子どもから大人まで
ラグビーの面白さを実感できるイベントです。
■時3月5日（日）、午前9時30分～午後2時
■所道満ヤクルト総合グラウンド（彩湖・道満グ
リーンパーク隣接） ※公共交通機関、有料
駐車場をご利用ください
■内○ラグビースタンプラリー○ラグビー体験
○ラグビーリレー競走○ミニラグビースクー
ル○交流試合○タッチフット大会 ※当日内
容が変更になる場合あり
■持運動ができる服装
■問市ラグビー協会 正田�080‐4158‐3810
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お知らせ

美しい街 あなたが主役です！
530（ゴミゼロ）運動実践
活動を実施します。市の
環境美化を推進するため、
積極的な参加・協力をお

願いします。 ※当日、家庭のごみ・
粗大ごみは回収しませんので、出さな
いでください
■時3月5日（日）、午前8時～9時 ※雨
天の場合は12日（日）
■問戸田530運動推進連絡会事務局（環境
課内）（内線390）

防犯・交通安全教室
スケアード・ストレイト
■時3月1日（水）、午前11時～正午
■所イオンモール北戸田南側駐車場
■内プロのスタントマンが再現するリア
ルなひったくりや交通事故を見ること
で、防犯意識や交通ルール遵守の大切
さを学ぶ
■問防犯くらし交通課（内線263）

戸田都市計画の変更
平成29年1月27日付けで戸田都市計画
「都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針」と「区域区分」を変更しました。
この変更に係る図書またはその写しを
県都市計画課または市役所3階都市計
画課で縦覧できます。
■問都市計画課（内線392）

電子申請・届出サービスをご利用ください
県や県内市町村への申請をインターネ
ットで行えます（一部市町村を除く）。
水道手続きや自動車税住所変更届など
さまざまな手続きが可能です。ご活用
ください。詳しくは県ホームページを
ご覧ください。
■問情報政策統計課�229‐3278

国民年金の届け出をお忘れなく
日本に居住している20歳以上60歳未満

の全ての人は国民年金に加入すること
になります。加入者は、職業などによ
って3つのグループに分かれ、それぞ
れ届け出先が異なります。自営業者、
学生、フリーター、無職の人など（第
1号被保険者）は市役所2階保険年金
課、会社員や公務員など厚生年金の加
入者（第2号被保険者）は勤務先、第2
号被保険者に扶養されている配偶者の
人（第3号被保険者）は第2号被保険者
の勤務先です。必要な書類などは下記
へお問い合わせください。
■問保険年金課（内線213）、浦和年金事
務所�048‐831‐1638

リサイクル家具の販売
■時2月27日（月）～3月4日（土）
■所蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
売払い方式 入札方式 ※一人3点ま
で。買取決定後の辞退は不可
■対戸田・蕨市民
■問蕨戸田衛生センター組合�421‐2801

生活自立相談センター 日曜相談会
どのようなことでもご相談ください。
■時3月26日（日）、午前9時～正午
■所生活自立相談センター（福祉保健セ
ンター2階）
■内生活に関することで「どこに相談し
て良いのかわからない」「ちょっと生活
に不安」と思っていることなど ※要
予約。先着順
■定2人
■問生活自立相談センター�432‐7321

県議会広報テレビ番組
「こんにちは県議会です」
各定例会の模様、当面する県政の課題、
各会派の考え方など、県議会に関する
さまざまな情報を提供します。
■時日曜日、午前10時～10時15分 ※詳
しい放送スケジュールは、県議会ホー
ムページをご覧ください
放送局 テレビ埼玉（テレ玉）
■問県議会事務局�048‐830‐6257

職場のトラブル解決のお手伝いをします
埼玉労働局では無料で個別労働紛争の
解決援助サービスを提供しています。
■所各労働基準監督署内・相談コーナー
■内○相談コーナーでの情報提供・相談
○労働局長による助言○紛争調整委員
会によるあっせん（紛争当事者間での
調整）など
■問埼玉労働局雇用環境・均等室�048‐
600‐6262

ダイオキシン類濃度の測定結果
蕨戸田衛生センターでは平成28年度の
調査として、3炉ある焼却炉の排ガス
中のダイオキシン類濃度の測定を実施
しました。この結果、3炉のダイオキ
シン類濃度は法律で定める基準値（5
ng‐TEQ/Nm3以下）を大幅に下回って
います。今後も、ごみの減量化にご理
解とご協力をお願いします。
ダイオキシン類調査結果一覧

（単位：ng‐TEQ/Nm3）
調査した焼却炉 調査結果

測定結果
（平成27年度） 3炉平均 0．103

測定結果
（平成28年度）

Ａ号炉 0．13
Ｂ号炉 0．097
Ｃ号炉 0．10
3炉平均 0．109

■問蕨戸田衛生センター組合�421‐2802

無料特設行政相談
■時3月10日（金）、午前10時～午後5時
※受付：午後4時30分まで
■所東京総合行政相談所（西武池袋本店
7階）
■内登記、相続、税金、年金、国の行政
に関する相談 ※費用無料
参加機関 東京法務局、東京弁護士会、
東京税理士会豊島支部、日本年金機構
池袋年金事務所、関東管区行政評価局
■問東京総合行政相談所�03‐3987‐0229

街かど法律相談会
■時3月3日（金）、午後1時～4時 ※受
付：午後3時30分まで
■所川口総合文化センター・リリア催し
広場（川口市川口3‐1‐1）
■内さまざまな法律相談 ※費用無料
■問埼玉弁護士会法律相談センター
�048‐710‐5666

出張法律相談会
■時3月9日（木）、午後1時30分～4時
30分
■所伊奈町コミュニティセンター
■内相続、遺言、登記、不動産の名義変
更の相談など ※費用無料
予約電話 �048‐838‐7472（浦和総合
相談センター）
■問埼玉司法書士会事務局�048‐863‐
7861

障害年金講演会・個別相談会
■時3月26日（日）、○講演会：午後1時
30分～2時20分○個別相談：午後2時
30分～4時
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旭日双光章
あか し とし や

明石 壽也氏
（88歳）（喜沢1）

元蕨戸田市医師会長

おめでとうございます
高齢者叙勲で受章
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32017・2・15

■所文化会館3階会議室301
■講年金サポート会会員の社会保険労務
士
■対障害（身体・精神）をお持ちの人やそ
のご家族、障害に関心のある人
■申電話またはFAX（04‐2947‐4015）で
※費用無料。講演会は申込不要
■問年金サポート会�04‐2949‐1507

イベント

男女共同参画フォーラム
■時3月5日（日）、午後1時30分～ ※開
場：午後1時
■所上戸田地域交流センター3階ホール
■内講演：貫井香織のアイデア経営の秘
訣 ※講演後、原木しいたけの試食あ
り
■講原木しいたけ・狭山茶「貫井園」取締

ぬく い か おり

役 貫井香織さん
■対■定市民、60人 ※手話通訳あり
■申氏名（ふりがな）、電話番号を、電話、
FAX（229‐3996）、電子メール（kamito
da7kouryu@ipal-friendship.net）ま
たは直接下記へ ※託児あり（申込順、
1歳以上未就学児まで10人）。託児希
望者は、子の氏名（ふりがな）、性別、
年齢も記入。費用無料。申込順
■問上戸田地域交流センター（あいパル）
�229‐3133

歩こう会「美笹の桜とさくら川」
■時3月5日（日）、午前9時～午後2時
30分 ※集合：戸田市立図書館駐車場。
解散：蕨駅付近（歩程13㎞）。雨天決行
■費会員無料、他協会300円、一般500円
※戸田市民200円（小・中学生100円）
■持歩ける服装、飲物、雨具、昼食
■問県ウオーキング協会�048‐831‐4702

こども☆夢☆未来フェスティバル2017
■時3月19日（日）、午前10時～午後4時
■所県民活動総合センター
■内子育てトークセッション、ユウサミ
イさんライブ、さまざまなワークショ
ップ ※入場無料。トークセッション
とライブは要事前申し込み
■問NPO法人彩の子ネットワーク�048
‐770‐5272

募集

とだファミリー・サポート・センター会員
とだファミリー・サポート・センター

は、育児の援助を行いたい人（協力会
員）と受けたい人（依頼会員）が会員と
なって、有償で（700円～／1時間）相
互援助活動を行う組織です。希望者は
申し込みの上、下記の入会説明会に参
加してください。
■時入会説明会：3月4日（土）、13日（月）、
午前10時～11時30分
■所ボランティア・市民活動支援センター
■申各開催日の前日正午までに電話で
■問とだファミリー・サポート・センター
事務局�433‐2244

社会福祉協議会 事務補助員
募集人数 2人
資格 ①パソコン操作（エクセル・ワー
ド）ができること②普通自動車免許
（AT限定可）
■内事務補助業務
勤務地 福祉保健センター内（戸田市
大字上戸田5‐6）
雇用期間 4月1日～平成30年3月31
日 ※勤務成績により更新あり
勤務日 週5日。月～金曜日、午前8
時30分～午後5時15分（実働6時間）
賃金 時給900円
■申3月3日（金）午後5時15分まで（必
着）に、写真を貼った履歴書を下記（〒
335‐0022 戸田市大字上戸田5‐6）へ
※郵送可
選考 書類審査および面接審査
■問社会福祉協議会�442‐0309

あすなろ学園臨時職員
募集人数 1人
資格 普通自動車運転免許 ※経理事
務経験者やワード・エクセルなどパソ
コンスキルや商業簿記の知識をもって
いる人歓迎
■内事務作業補助
任用期間 4月1日～平成30年3月31
日 ※週5日勤務（土・日曜日、祝日
を除く）
勤務時間 午前9時～午後5時の内、
5時間 ※時間は要相談
勤務場所 あすなろ学園（戸田市美女
木4‐27‐13）
賃金 日給4，700円 ※交通費別途支
給。給食あり
■申電話連絡の上、履歴書、資格証明書
の写しを下記へ ※郵送不可
■問あすなろ学園�421‐9747

むつみ学童クラブ支援員
◆学童支援員
資格 児童の育成指導に知識経験を有

する人（保育士、教諭、社会福祉主事
など）
任用期間 任用日～平成30年3月31日
※更新あり
勤務日時 週5日、午前8時～午後2
時または午後1時～7時（実働6時間）
※年末年始、祝日、休日を除く
賃金 時給1，000円～ ※社会保険加
入あり
◆補助支援員
資格 児童の育成に知識経験を有する
人（有資格者優先）
任用期間 任用日～平成30年3月31日
※更新あり
勤務日時 週3～5日、午前8時～午
後1時、午後1時～5時、午後3時～
7時（実働4時間） ※年末年始、祝日、
休日を除く
賃金 時給950円～

勤務場所 むつみ会第二複合施設（戸
田市新曽1375‐2）
■申履歴書を下記（〒335‐0021 戸田市
新曽1191‐8）へ郵送
■問社会福祉法人むつみ会�445‐6787

県政サポーター
県の現在や将来について考え、県政に
参加してみませんか。
■対満16歳以上でインターネットのホー
ムページの閲覧や電子メールの利用が
日本語でできる人 ※議員、首長、常
勤の県職員は除く
■申県ホームページから応募
■問県広聴広報課�048‐830‐2850

彩の国いきがい大学伊奈学園（専攻課程）学生
受講回数 年間38回（火、水、木曜）
■所県民活動総合センター
■内一般教養、専門科目の学習とクラブ
活動など
■対■定県内在住で昭和32年4月1日以前
生まれの人、火曜：90人、水曜：140
人、木曜：130人
■費42，000円（年額）
■申2月28日（火）までにホームページま
たは申込書（必着）で。詳しくはホーム
ページをご覧ください
■問彩の国いきがい大学伊奈学園�048‐
728‐2299

講座・教室

子育て講演会
■時3月8日（水）、午前10時15分～11時
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「広報戸田市」は、市内各公共施設・3駅・
大型店舗・銀行・郵便局にも置いています。

環境にやさしい植物油インキを
使って印刷しています。

森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

戸田市認証取得のISO14001

政策秘書室
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40分
■所戸田公園駅前行政センター2階観光
情報館トビック
■内「脳科学に学ぶ子育て～赤ちゃん時
代に大切なこと・できること～」

くわばらせい し ろう

■講桑原清四郎さん
■対■定乳幼児を子育て中の市内在住の保
護者、20人 ※託児15人
■申2月22日（水）午前10時～電話または
直接 ※費用無料。申込順
■問戸田公園駅前子育て広場�420‐9741

就職支援セミナー
■時3月6日（月）、午前9時30分～正午
■所市役所5階大会議室C
■内企業の求める人材とは
■対■定求職者、20人
■申住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を記入して電子メール
（keizai@city.toda.saitama.jp）または
電話で ※費用無料、申込順
■問経済政策課（内線397）

ビジネスマナー研修会
■時4月10日（月）、午前9時30分～午後
4時30分 ※受付：午前9時～
■所市商工会館3階会議室
■内言葉遣い、電話対応、来客対応、会
社訪問など実践を交えた演習

いわしたのり こ

■講現代礼法研究所主宰 岩下宣子さん
■対■定若手社員、教育担当者など、80人

■費商工会会員：1人2，000円、商工会
非会員：1人4，000円 ※受講料、資
料、昼食代含む
■申3月24日（金）までに費用を添えて下
記へ
■問市商工会�441‐2617

生活自立相談センター 啓発セミナー
■時3月4日（土）、午後2時～3時30分
■所福祉保健センター講習会室1
■内「知って得する！社会保険の使い
方！」病気や介護、出産で仕事を休業
する場合、利用できる公的制度につい
て学ぶ

やま だ やすのり

■講社会保険労務士 山田泰則さん
■対■定市内在住・在勤者、25人
■申3月1日（水）まで ※申込順
■問生活自立相談センター�432‐7321

生活自立相談センター 家族支援セミナー
■時3月26日（日）、午後2時～3時30分
■所福祉保健センター講習会室2
■内子どもが引きこもりになった時に親
ができることや、できないことを体験
談を通して親のあり方や子どもとの関
わり方を考える
■講不登校・引きこもりを考える会埼玉

たにひさ こ

連絡会 谷久子さん
■対■定不登校、ひきこもり当事者のご家
族または不登校、ひきこもりの支援に
ついて興味・関心のある人、20人 ※費

用無料。申込順
■問生活自立相談センター�432‐7321

太極拳教室
■時3月14日～5月30日の毎週火曜日、
午後7時30分～9時
■所ウェルスタ戸田
■内太極拳の基本の動きを身につけると
ともに、柔軟性の向上や新陳代謝の活
性化など、健康の維持・増進を図る

ささ だ けい こ

■講市武術太極拳連盟 笹田啓子さん
■対■定中学生以上の人、15人
■費初回無料。以降3，000円／月（会費制）
■持動きやすい服装、室内履き、タオル、
ドリンク
■申電話で ※申込順
■問総合型地域スポーツクラブWorld

こ ひ

Sports Family 小肥�287‐9640

問い合わせ 新曽公民館（新曽福祉センター）�445‐1811 〒335‐0021 戸田市新曽1395

※開催最少人数に達しない場合は中止します。定員に満たない場合は、市内在住・在勤・在学以外も参加可。講座開催の1週間前ま
パ ル ダ イ ス

でに要支払。他の講座など、詳しくはあいパルミニコミ誌「PALDISE」をご覧ください
■問上戸田地域交流センター（あいパル）�229‐3133
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あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

認知症サポーター養成講座 3／2（木）、
10：00～11：30

認知症の人とどのように接すればい
いかなど、映像を交えながら学ぶ 16歳以上の市民、20人 無料 多目的室

2／21（火）～
※申込順、電話可

親子手作りうどん教室
3／19（日）、
①10：00～12：30
②14：00～16：30

親子で小麦粉からうどんづくりを
行う

①3・4歳の子と保護者
②5歳～小学生の子と
保護者、
各8組

各1，760円

キッチン
スタジオ

メンズクッキング
「挑戦！太巻きずしといな
り寿司」

3／26（日）、
10：30～13：30

かんぴょうの戻し方など食材の扱
いを学ぶ
（予定メニュー）太巻き、おいなり、
汁物

16歳以上の男性、16人 1，600円

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

3／7、14、28の
火曜日（各1回）、
10：00～12：00

助産師の話を聞きながら赤ちゃん
と触れ合う

0歳の子（1カ月健診終
了後～）と母親、各20組 各560円 和室

公民館の講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

新
曽 お雛さま折り紙教室 3／2（木）、15：30～16：30 お雛様を見ながら、折り紙で内裏雛をつ

くる ※小・中学生におすすめです 市民、50人 無料 申込不要
（自由参加）

3ページ[講座・教室]より続き
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