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ボート教室
◆市民ボート体験教室【市民大学認定講座】
気軽にボートを楽しんでみませんか。
■時7月2日（日）、①午後3時～5時②午後5時～7時
■対■定中学生以上の市内在住・在勤・在学者、各20人
■費100円（保険代など） ※当日現地で集めます
■申5月17日（水）～6月16日（金） ※申込順、電話可
◆親子ボート教室（第1期）
小学生を中心とした体験教室です。親子でバランス感覚と全身
を駆使するボートの世界を楽しんでみませんか。
■時6月4日、11日、18日の日曜日（全3回）、午後4時～6時
■対■定小学4年生以上の市内在住・在勤・在学者、30人 ※小学
生は保護者同伴
■費1組600円（保険代など） ※初日に現地で集めます
■申5月17日（水）～25日（木） ※申込順、電話可

■所戸田ボートコース ※集合：県戸田第一艇庫（戸田市戸田公園
4‐2）
■持飲み物、タオル、着替え、サングラスなど ※運動ができる
服装で来てください
■問文化スポーツ課（内線339）

第64回戸田橋花火大会協賛金の募集
花火大会で打ち上げる花火玉の購入費用
に充てるため、市民や事業者の皆さんか
らの協賛金を募集しています。協賛者は、
花火大会プログラムや公式ホームページ
に名称を掲載するとともに、協賛席へ招
待します。 ※人数の上限あり
協賛金額 1口1万円から1口以上
■申7月18日（火）まで ※申込書を郵送し
ますので、協賛いただける人は下記へご
連絡ください。パンフレット掲載の締切
は、6月30日（金）まで
■問第64回戸田橋花火大会実行委員会事務
局（経済政策課内）�431‐0206

全国市町村交流レガッタ由利本荘大会
戸田市代表クルー選考会
9月23日（祝・土）・24日（日）に秋田県由
利本荘市で行われる全国大会に戸田市の
代表として挑戦してみませんか。代表に
なると1クルーあたり20万円の助成金を
交付します。※助成対象は最大6クルー
まで
■時6月11日（日） ※時間未定
■所戸田ボートコース
種別 クルー（5人）の漕手（4人）の合計
年齢が、200歳以上が熟年の部、140歳以
上が壮年の部、140歳未満は成年の部
※経験者制限あり。詳しくは下記へ
■費1クルー500円（保険代など）
■申6月2日（金）までに費用を添えて下記
へ
■問文化スポーツ課（内線339）

コンビニ証明交付サービスの停止
システムメンテナンス作業のため、下記
の時間帯でサービスを停止します。
■時5月30日（火）、午前9時～午後5時（予
定） ※停止中は市役所・美笹支所・行
政センターの各窓口で証明書を取得でき
ます
■問市民課（内線209）
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国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除（全額・一
部）・納付猶予・学生納付特例の
承認を受けた期間がある人は、10
年以内であればさかのぼって保険
料を納付（追納）でき、将来受ける
老齢基礎年金額を増やすことがで
きます。なお、免除などが承認さ
れた期間の年度から、3年度目以
降に追納する場合は、承認当時の
保険料額に加算額が上乗せされま
す。また、追納は基本的に承認期
間の古い順に行ってください。
■問浦和年金事務所�048‐831‐1638

『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。戸田市の環境美
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、家庭のごみや粗大
ごみは回収しませんので出さない
でください
■時6月4日（日）、午前7時～8時
※雨天の場合は11日（日）に順延
■問戸田530運動推進連絡会事務局

（環境課内）（内線390）

既卒3年以内対象就職面接会
■時6月14日（水）、午後1～4時
※受付：午後0時30分～
■所大宮ソニックシティ地下展示場
■内企業担当者による面接・企業説
明 ※参加企業80社（予定）、5月
中旬に大卒WEB「イベント情報」
欄へ掲載
■対高校、専門学校、高専、短大、
大学（院）などを卒業後、おおむね
3年以内の人 ※費用無料
■持履歴書
■問埼玉新卒応援ハローワーク
�048‐650‐2234

高齢者見守り訪問活動
高齢者が住み慣れた地域で、元気
に安心して暮らし続けられるよう
に、各地区の民生委員・児童委員
が75歳以上の一人暮らしの高齢者
および高齢者世帯の人を定期的に
訪問して、安否を確認する見守り
活動を行っています。
■問長寿介護課（内線285）

労働保険料および一般拠出金
の申告・納付
労働保険（労災保険・雇用保険）年

度更新および石綿健康被害救済法
の一般拠出金の申告・納付は6月
1日（木）から7月11日（火）までで
す。5月末に申告書と納付書を発
送します。同封のパンフレットな
どを参考に、早めに手続きをして
ください。
■問埼玉労働局労働保険徴収課
�048‐600‐6203

特設相談
◆日曜法律相談
毎月第1日曜日（1月を除く）に弁
護士による無料の法律相談を実施
していますので、ご利用ください。
■時6月4日（日）、午前10時～正午
※4人まで。相談時間は30分
■内離婚・相続・賃貸借契約など民
事全般
■申6月2日（金）午前9時～
◆マンション管理相談
■時6月7日（水）、午後1時～、2
時～ ※2組まで、相談時間は45
分
■内管理組合運営・建物設備の維持
管理など
■申6月6日（火）午後3時まで

■所市役所3階相談室 ※費用無料。
申込順、電話可

同じ犬種・同じ仲間のワンちゃんたちで集まろう！
とき 犬種 とき 犬種 とき 犬種
6／2
（金）

①トイプードル
②ミニチュアシュナウザー

6／5
（月）

①ボストンテリア
②スタンダードプードル

6／6
（火）

①パグ
②フレンチブル＆ブルドッグ

6／7
（水）

①柴犬
②チワワ

6／9
（金）

①ケアーン＆ノーフォーク＆
ノーリッチテリア＆ウェスティ
②コーギー

6／12
（月）

①ビションフリーゼ
②コッカー（アメリカン＆

イングリッシュ）

6／13
（火）

①ペキニーズ＆シーズー
②イタリアングレーハウンド

6／14
（水）

①レトリバー（ラブ＆ゴールデン＆
フラットコーテッド）

②キャバリア

6／16
（金）

①ポメラニアン
②ビーグル

6／19
（月）

①マルチーズ
②ドゥードル

6／20
（火）

①ダックスフンド
②ジャックラッセルテリア

6／21
（水）

①ボーダーコリー＆シェルティ
②ヨークシャーテリア

6／23
（金）

①パピヨン
②ミニチュアピンシャー＆

トイマンチェスターテリア
6／26（月）～28（水）、30（金）は予備日

※①エリア開放：午前10時～午後2時、集合写真：午前11時30分②エリア開放：午後2時～6時、集合写真：午後3
時30分。写真は後日進呈します
■所彩湖・道満グリーンパーク内道満ドッグラン ※初めて利用する場合は狂犬病予防注射済票の提示が必要です
■問道満ドッグラン�422‐8381（木曜定休）
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32017・5・15

■問防犯くらし交通課（内線270）

リサイクル家具の販売
■時6月5日（月）～10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

クールビズの実施
市では、地球環境保護への取り組
みの一環として、夏季の軽装「ク
ールビズ」を実施しています。市
民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
■時10月31日（火）まで

■問人事課（内線508）

和光南特別支援学校の見学日
授業や学校生活などを次の日程で
見学できます。希望者は、事前に
下記へ申し込んでください。

とき 対象学部
6／9（金）

9：15～

11：50

小学・中学・高等部

6／27（火） 小学・高等部

7／6（木） 小学・中学・高等部

9／15（金） 小学・中学・高等部

10／3（火） 小学・中学

10／27（金） 小学・中学・高等部

11／2（木） 小学・高等部

11／30（木） 高等部

※11月18日（土）、19日（日）のたけ
のこまつり（文化祭）は自由に見学
できます。駐車場に限りがあるた

め、公共交通施設をご利用ください
■問県立和光南特別支援学校�048‐
465‐9780

イベント

親子で楽しむキャンプ教室
■時7月29日（土）、30日（日）
■所県立小川げんきプラザ ※集
合：午前11時に現地または午前10
時30分に東武東上線竹沢駅
■内流しソーメン、親子でつくるカ
レー、竹細工、キャンプファイヤー
■費5，000～8，500円（施設使用料、
食材費など）
■申7月1日（土）まで ※申込者に
案内書を送付します
■問山岳連盟 岩崎�090‐1604‐6848

※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。当日受
パ ル ダ イ ス

付の講座を除き、開催の1週間前までに要支払い。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

■申○電話可：午前10時～午後5時に美笹公民館へ ※申込順。
第2・4・5の月曜日を除く

■問美笹公民館（西部福祉センター）
�421‐3024 〒335‐0031 戸田市美女木5‐2‐16
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あいパルの講座

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

パパママ応援DAY in
ウイング祭

6／3（土）、
10：00～16：00

親子de歌ってあそぼう、手遊び
しましょ、下着の着け方など

コーナーごとに異な
ります ※詳しくは
プログラムをご確認
ください

無料

当日受付
手芸ひろば
ソーイングセットを
作ろう

6／16（金）、
10：00～12：00

毎月第3金曜日開催。ボランティ
アさんのやさしい指導で、毎回1
つ作成する

市民、24人 100～500円

ぽっぽマタニティ
パパママになる

6／17（土）、
10：30～12：00

出産の準備や不安について、県家
庭教育アドバイザーを中心にみん
なで話し合う

妊娠中の人とパート
ナー・家族、3～6
カ月の子と家族

無料
5／20（土）～
※申込順、電話可

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

6／6（火）、20
（火）、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
（保険代など）

おもちゃの病院 6／10（土）、
11：00～15：00

毎月第2土曜日開催。壊れたおも
ちゃをトイ・ドクターが修理する 市民

無料
※修理のた
めの材料費
は別途必要

当日受付

赤ちゃんの体重測定と
パパも一緒にふれあい
タイム

6／11（日）、
10：00～12：00

助産師の指導による触れ合い遊び
と体重測定。記念の手形スタンプ
を押す

0歳の子（1カ月健
診終了後～）と両親、
10組

530円
（保険代など）

5／20（土）～
※申込順、電話可

公民館の講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

美
笹 絵てがみ体験講座

7／15、22、29の土曜日、
10：00～12：00

筆や割りばしを使ったぬくもりのあ
る絵てがみの基礎について学ぶ 市民、10人 300円

（材料費）
5／24（水）～
電話可

4ページへ続く



「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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広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報戸田市 8／1号、9／1号、10／1号 縦7．5㎝×横5．5㎝ 4区画 1区画10，000円

第40回ふれあい住宅デー
～地元建設職人がサービス～

■時6月11日（日）、午前10時～午後
2時30分
■所下前会館、後谷公園、北町児童
遊園地、山宮公園、野竹公園
■内住まいのなんでも相談、包丁研
ぎ、まな板削りなど ※各会場に
よって内容が異なります
■問埼玉土建一般労働組合蕨戸田支部
�444‐7171

市民ウォーキング
～80種・2万本の花菖蒲、

水元公園を歩こう～
■時6月11日（日） ※集合：午前9
時に戸田公園駅改札前。解散：正
午前に水元公園（予定）
■定50人
■費300円（保険代、資料代） ※当
日徴収。交通費は自費負担
■申住所、氏名、電話番号を記入し
てFAX（431‐8760）で ※様式自由
■問市ウォーキング協会 秋元
�421‐7241（午後6時～9時）

花の宝庫入笠山トレッキング
本州随一の100万本の日本スズラ
ンや、色とりどりの山野草と景色
を楽しみながらの、花の宝庫入笠
山トレッキングです。
■時6月18日（日）、午前9時～午後
3時
■所市少年自然の家（長野県諏訪郡
富士見町富士見沢入山6666‐1500）

■内入笠山トレッキング ※天候に
より内容変更あり
■対■定小学3年生以上の家族・グル
ープ、20人 ※子どものみの参加
不可。持病のある人はお知らせく
ださい
■費中学生以上：2，700円程度、小
学生：2，200円程度（昼食代、活動
費など）
■申5月31日（水）までに電話で ※前
日からの宿泊利用も可能です
■問市少年自然の家�0266‐62‐4307

募集

税務職員（国家公務員）
税務署や国税局で「税のスペシャ
リスト」として勤務する税務職員
（国家公務員）を募集します。
受験資格 ①平成29年4月1日に
おいて高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起算し
て3年を経過していない者②平成
30年3月までに高等学校または中
等教育学校卒業見込みの者③人事
院が上記に掲げる者に準ずると認
める者
試験の程度 高等学校卒業程度
試験日 1次試験：9月3日（日）、
2次試験：10月11日（水）～20日
（金）
合格者発表日 1次試験合格者：
10月5日（木）、最終合格者：11月
14日（火）
■申6月19日（月）午前9時～28日（水）

に原則インターネット（http : //
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）で ※郵送または持参可
■問関東信越国税局人事第二課
�048‐600‐3111

講座・教室

戸田病院 認知症サポーター養成講座
■時5月27日（土）、午後2時～3時
30分
■所文化会館多目的ルームC
■内認知症を正しく理解する、認知
症サポーターの役割を学ぶ
■定30人 ※費用無料。申込順
■申5月25日（木）午後5時まで
■問戸田病院認知症疾患医療センター
�433‐0090

太極拳教室
■時6月7日～8月30日の水曜日、
午前9時30分～11時 ※6月14日、
28日、7月12日、8月9日は休み
■所スポーツセンター剣道場
■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

ふる かわ み え こ

■講古川三恵子さん（市武術太極拳
連盟）
■対■定中学生以上の人、15人
■費月額3，000円
■持動きやすい服装、室内履き、タ
オル、飲み物
■申電話で ※申込順
■問総合型地域スポーツクラブ

こ ひ

World Sports Family 小肥
�287‐9640

※版下は広告主が作成してください
■対次のいずれかに該当する広告は掲載できません。①市の公共性、中立性
およびその品位を損なうもの②「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律」第2条に掲げる営業に該当するもの③政治・宗教活動、意見
広告および個人の宣伝にかかわるもの④公序良俗に反するもの⑤その他広
告として掲載することが妥当でないもの
■申5月26日（金）までに申込書を下記へ ※審査の上、掲載の可否をお知ら
せします。申込書は市ホームページから取得できます
■問政策秘書室（内線423）
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広報戸田市の有料広告を募集

3ページ[イベント]より続き
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