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第64回戸田橋花火大会有料指定席の販売
「第64回戸田橋花火大会」を、8月5日（土）に開催します。ゆっ
たりと観覧できるよう、堤防斜面に有料指定席を3区画（Ａ・
Ｂ・Ｃ会場）設営し、以下のとおり販売します。 ※荒天の場合
は翌6日（日）に順延
戸田橋花火大会有料指定席

A会場
（約3，000人）

B会場
（約3，200人）

C会場
（約2，700人）

販売開始日 6／16（金） 7／1（土）

販売所 市内12店舗 ローソンチケット

シングル席 ― 2，500円 ―

ペア席 5，000円 5，000円 4，200円

4人席 10，000円 10，000円 8，400円

グループ10人席 25，000円 25，000円 21，000円

グループ15人席 37，500円 ― ―

※Ｂ・Ｃ会場のグループ10人席の一部を観光情報
館トビック（戸田公園駅前行政センター2階）で6
月24日（土）の午前9時～午後5時30分に数量限定
で先行販売します。会場の詳細は大会ホームペー
ジ（http : //www.todabashi-hanabi.jp/）をご覧
ください

Ａ会場販売店舗（12店舗）
店名 所在地 電話番号 営業時間 定休日

菅沼商店 喜沢1‐25‐1 441‐6516 11：00～18：00 火・水曜
長谷川サイクル 喜沢2‐39‐7 443‐1663 9：00～19：00 月曜

安藤カメラスタジオ 下前1‐1‐11 445‐6666 10：00～18：00 無休

はなふじ 下戸田1‐7‐10 432‐6587 10：00～19：30 木曜
パラダイス 川岸2‐5‐7 441‐8489 11：00～23：00 月曜
ファミリーマート
上戸田2丁目店 上戸田2‐45‐4 430‐0176 24時間 無休

本橋写真館 本町1‐2‐2 441‐2654 9：30～19：30 木曜

ブリジット 本町1‐24‐3 442‐6870 10：00～22：00
日曜は19：00まで 火曜

金子商店 上戸田2‐34‐12 441‐2823 9：00～20：00 日曜・祝日・
第3月曜

総合衣料 大渕 新曽南2‐1‐20 441‐2251 9：00～18：00 月曜

遊眠館ITO 本町3‐14‐16 441‐4105 9：30～19：00 月曜・
第2火曜

（有）萬屋 笹目6‐2‐10 421‐3007 9：00～21：00 月曜

※完売次第、販売を終了します。事務局窓口での販売はあ
りません
■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

スポーツセンター 屋外50mプールオープン
■時7月1日（土）～9月18日（祝・月）

期間 午前 午後

7／1（土）～8／31（木） 9：00～

11：50

13：00～16：50

9／1（金）～18（祝・月） 13：00～15：50

※7月12日（水）、9月13日（水）は休場日。7月
25日（火）、8月9日（水）はプールのみ公開
■費市民大人120円、子ども60円、ロッカ
ー代10円
■持スイミングキャップ ※3歳～小学3
年生は水着を着用した保護者同伴（18歳
以上。高校生不可）。保護者1人につき
子ども2人まで入場可。おむつが取れて
いない子は入水不可。詳しくはお問い合
わせください
■問スポーツセンター�443‐3523

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
麻薬、覚せい剤、大麻、危険ドラッグなどの
薬物乱用は、自分の人生だけでなく家族
など周りの人の人生も狂わせてしまいま
す。絶対に手を出さないようにしましょう。
薬物でお困りの人はご相談ください。
■問川口保健所�048‐262‐6111
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埼玉県内市町村職員採用合同説明会
市町村の特色や仕事内容を人事担
当者から直接聞くことができます。
戸田市もブースを設置予定です。
■時7月12日（水）、午後1時～6時
※入場：午後5時まで

■所さいたまスーパーアリーナ ※入
場無料。入退場自由。採用試験や
面接試験の場ではありません
■問彩の国さいたま人づくり広域連合
�048‐664‐6681

国民健康保険運営協議会の傍聴
■時7月6日（木）、午後4時～ ※受
付：午後3時30分～3時50分
■所市役所7階第5委員会室
■定5人 ※当日先着順
■問保険年金課（内線460）

緊急サポート事業利用会
■所利用会員宅またはサポート会員宅
■内子どもの世話が困難なときの育
児補助、病児の預かり、緊急時の
保育園のお迎えなど
■対0歳～小学6年生の子がいる家
庭
■申下記ホームページから会員登録
が必要
■問緊急サポートセンター埼玉
�048‐297‐2903

農薬は適正に使いましょう
農薬を使用する際は、ラベルや袋に
表示された使用方法や注意事項を
厳守し、ほかの作物への飛散に注
意してください。誤飲などの事故を
防止するために安全に保管管理し
てください。農薬を廃棄するときは
専門業者に処理を委託するなど、
各自責任をもって処分してください。
■問経済政策課（内線397）

8020よい歯のコンクール
■時7月6日（木）、午前10時～正午
■所蕨市保健センター
■対80歳以上で歯の本数が20本以上
あり、表彰経験がない人
■申6月23日（金）まで
■問蕨戸田歯科医師会 布施歯科
�422‐3366

県後期高齢者医療健康長寿歯科健診
■対昭和16年4月2日～昭和17年4
月1日生まれで後期高齢者医療被
保険者証をお持ちの人

■申7月1日（土）～平成30年1月31
日（水） ※詳細は6月中に届く案
内をご覧ください
■問県後期高齢者医療広域連合給付課
�048‐833‐3130

経営・労務管理相談窓口
賃金、労働時間、安全衛生管理など
について専門家がアドバイスします。
■所県最低賃金総合相談支援センター
（さいたま市浦和区仲町2‐16‐4
岩井ビル4階A号室）
■対中小企業・小規模事業主 ※FAX
（048‐767‐3725）でも24時間受付中
■問同センター�0120‐310‐394

生活自立相談センター出張相談会
■時6月28日（水）、午後1時30分～
4時
■所笹目コミュニティセンターセミ
ナールーム ※申込順
■内生活に関するさまざまな相談を
受け、自立を支援する
■問市生活自立相談センター�432‐7321

イベント

「笹目川 Let’s Pick Up！」
～子どもから大人まで楽しくゴミを
拾ってきれいな笹目川にしよう～

■時7月8日（土）、午前8時30分～
10時30分 ※雨天中止
■所山宮橋上流左岸の緩やかな傾斜
の護岸付近
■内川沿いのゴミ拾い、舟に乗って
の清掃（当日先着順）、魚類・自然
観察、オリジナル缶バッヂ作成
※小学生以下は保護者同伴
■問道路河川課（内線329）

親子で楽しくクッキング
~カッテージチーズをつくろう~
■時7月8日（土）、15日（土）、午前
10時～午後1時
■所福祉保健センター2階調理実習室
■講市食生活改善推進員会
■対■定市内の親子、各回15組
■費1人300円 ※3歳以上は有料

きん

■持エプロン、三角巾、布巾、箸
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旭日小綬章
おく だ みのる

奥田 實氏
（70歳）（本町2）

元戸田市議会議員

瑞宝中綬章
よ でん みき お

余田 幹男氏
（70歳）（本町1）

元国税庁徴収部長

瑞宝小綬章
はま や みず ほ

浜谷 瑞穂氏
（70歳）（南町3）

元下田海上保安部
巡視船するが業務管理官

瑞宝単光章
あき もと のり お

秋元 德夫氏
（70歳）（美女木1）
元戸田市消防団団長

瑞宝単光章
ほそ の まさ こ

細野 雅子氏
（74歳）（新曽南2）
元工業統計調査員

瑞宝双光章
もり しげ よ し か ず

森茂 善一氏
（70歳）（中町1）

元戸田市消防監

瑞宝単光章
はぎ わ ら しょういち

萩原 正一氏
（70歳）（美女木1）
元戸田市消防司令

おめでとうございます
平成29年春の叙勲で受章

おめでとうございます
危険業務従事者叙勲で受章
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32017・6・15

■申6月15日（木）～ ※申込順、電
話可。1家族1回のみ
■問福祉保健センター�446‐6453

北足立郡市町人権フェスティバル
■時7月4日（火）、午前11時～午後
3時30分
■所朝霞市民会館ゆめぱれす（朝霞
市本町1‐26‐1） ※入場無料
■内ミニコンサート、トークセッション
「こころのバリアフリーをめざして」

つち だ わ

（パラリンピック日本代表 土田和
か こ た ぐち あ き

歌子さん、田口亜希さんほか）、人
権啓発DVD上映、人権啓発パネ
ル展示、福祉体験コーナーなど
■問庶務課（内線393）

東日本大震災復興おうえん
コンサート
■時6月25日（日）、午後1時～3時
■所後谷公園まちかど広場
■内戸田市を拠点とする音楽団体を
中心に全4団体が出演。会場での
募金は被災地復興支援活動に寄付
します
■問オトなバンド戸田倶楽部 菊池
�090‐1507‐6660

多文化交流ひろば
■時7月9日（日）、午後1時30分～

3時
■所上戸田地域交流センター1階市
民ギャラリー
■内国籍問わず一緒に語れる場づくり
■対■定国際交流に興味のある人・親
子、40人
■申6月30日（金）まで ※費用無料
■問国際交流協会�434‐5690

ホーホーほたる来い
今年もホタルの夕べを行います。
■時6月23日（金）、午後7時30分～
■所後谷公園の池 ※雨天決行
■問戸田の川を考える会 大石
�442‐2276

募集

パブリック・コメント
◆戸田市いじめ防止基本方針の改定
■内いじめ防止に係る状況の変化に
対応するため、国のいじめ防止基
本方針や有識者の意見を反映させ
た戸田市いじめ防止基本方針を改
定しました。その内容について皆
さんから意見を募集します。
募集期間 6月15日（木）～7月14
日（金） ※最終日の窓口受付は午
後5時15分まで
担当課 教育政策室（内線379）

提出方法 郵送、FAX（443‐9033）、
電子メール（kyo‐seisaku@city.
toda.saitama.jp）
資料公開場所 担当課、市役所3
階市政情報室、各福祉センター、
笹目コミュニティセンター、戸田
公園駅前行政センター2階、新曽
南多世代交流館、上戸田地域交流
センター、市ホームページ
■問庶務課（内線363）

成人式・はたちの集い実行委員
～成人式を自分たちで

企画してみませんか？～
募集人数 15人程度
■対市内在住の新成人（平成9年4
月2日～平成10年4月1日生まれ）
期間 8月～平成30年1月 ※実
行委員会は月1～2回開催予定
■申7月31日（月）までに電子メール
（jidoseisyonen@city.toda.sait
ama.jp）で「はたちの集い実行委
員希望」、住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、電話番号を記入
して下記へ
■問児童青少年課（内線314）

学童保育室夏休みパート
■時7月21日（金）～8月24日（木）で
指定する期間 ※日曜日を除く

※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。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 申込

フルートアンサンブル
親子コンサート

7／17（祝・月）、
11：00～11：45

親子でフルートアンサンブルの
音楽を楽しむ

1歳以上の親子、30
組

大人500円
子ども250円

6／20（火）～
※申込順、電話可

フルート楽器体験 7／17（祝・月）、
13：15～14：00

フルートを吹いてみませんか。
楽器はこちらで用意します 市民、8人 500円

フルートアンサンブル
サマーコンサート

7／17（祝・月）、
15：30～16：30

フルートのアンサンブルによる
優雅な音楽を楽しむ。フルート
持参者は一緒に演奏も可

市民、40人 800円

わくわくサイエンス
「浮いたり沈んだりす
る不思議な魚を作って
みよう」

7／30（日）、
Ａ：13：00～14：30
Ｂ：15：00～16：30

水圧と浮力の関係を、身近なも
のでつくる装置で実験して調べ
る

Ａ：小学1、2年生
（保護者同伴）
Ｂ：小学3～6年生
（保護者の参加自由）、
各24人

1，030円
（教材費、保険代
など）

お喜楽食堂
「肉みそのせうどんなど」

7／20（木）、
10：30～13：30

カラダに優しい簡単家庭料理を
つくって食べて、楽しくおしゃ
べりする

おおむね60歳以上、
20人 500円

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

7／4（火）、18（火）、
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）

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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資格 18歳以上の人 ※高校生・
兼業不可。地方公務員法第16条各
号に該当しないこと
勤務時間 週3～5日、午前8時
～午後1時または午後2時～7時
（1日5時間）
勤務場所 市内小学校敷地内学童
保育室
賃金 時給930円
■申6月30日（金）までに写真を貼っ
た履歴書を下記へ ※郵送不可
■問児童青少年課（内線455）

学童保育室を実施する民間事業者
市内で学童保育室を運営し、条件
を満たした民間事業者に対して運
営費の補助金を交付します。
募集地域 戸田東小学校、戸田第
一小学校、芦原小学校、美女木小
学校の近隣地域 ※補助金額など
詳しくは市ホームページをご覧く
ださい
■申7月3日（月）～21日（金） ※申
込希望者は事前に要相談
■問児童青少年課（内線455）

介護老人保健施設（ろうけん戸田）非常勤職員
職種 内容 勤務時間 賃金

介護福祉
士または
ヘルパー

介護業務
7：00～15：30、
9：00～17：00、
16：00～翌9：00
（実働15時間）

時給1，230円
時給1，840円
（22：00～翌6：00）

看護師ま
たは准看
護師

看護業務
8：30～17：00、
16：00～翌9：00
（実働15時間）

時給1，800円
時給2，700円
（22：00～翌6：00）

募集人数 若干名
勤務日数 週2～5日
■問介護老人保健施設�422‐8800

市立保育園夏期パート
募集人数 14人
資格 18歳以上（高校生不可）で①
～④のいずれかに該当する人①保
育士または幼稚園教諭の資格のあ
る人②子育て・家族支援者養成講
座を受講した人③育児経験のある
人④保育関係の学生
勤務期間 7月24日（月）～8月31
日（木）の期間で指定する日
勤務時間 月～土曜日の午前8時
30分～午後5時（実働6時間）※応
相談

■内保育補助（水遊び含む）
賃金 時給930円
■申7月3日（月）までに市指定の履
歴書を下記へ ※定員に達しない場
合はその後も随時受け付けします
選考 書類審査
■問保育幼稚園課（内線276）

納税促進標語書道展の作品
■内税に関する書道作品
■対市内在住・在学・在勤者 ※応
募は1人1点まで
■申7月13日（木）まで ※応募要領
は下記、各福祉センター、コンパ
ルまたは市ホームページで取得可
■問収納推進課（内線222）

サポートセンターウィング スタッフ
障害児・者の地域での生活を支援
する業務の指導員を募集します。

事業名 移動支援事業 放課後等デイサー
ビス事業

資格
介護職員初任者研
修修了者（ヘルパー
2級）

不要

勤務時間 主に平日の14：00～ 月～金曜日の下校
時間～18：30

賃金 時給1，100円～ 時給900円～

※支援職員も募集しています。詳
しくはお問い合わせください
■問サポートセンターウィング
白戸�080‐5685‐3684

講座・教室

転倒予防の太極拳教室
■時6月28日（水）、午前10時～11時
30分
■所スポーツセンター3階剣道場
■講日本連盟3段 Ａ級指導員

ささ だ けい こ

笹田啓子さん
■持運動ができる服装、上履き（ス
リッパ不可）、飲み物、タオル
※費用無料

しん がき

■問太極拳連盟 新垣�443‐2099

小学生親子ボランティア学習
～目が見えないってどんなことか

考えてみよう～
■時7月29日（土）、30日（日）、午前
10時～正午

■所障害者福祉会館2階社会適応訓
練室
■内29日：「サウンドテーブルテニ
ス体験」など、30日：「字は点字」
■対■定2日間参加できる小学2～4
年生の親子、20組 ※費用無料
■申電話で ※申込順
■問社会福祉協議会�442‐0309

ひとり親のためのパソコン教室
■時7月25日（火）、26日（水）（全2
回）、午前10時～午後4時
■所彩の国すこやかプラザ
■内基礎・中級ワード＆エクセル講座
■定20人 ※未就学児の託児あり
■費800円（教材費）
■申7月13日（木）までに住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望者は「託
児希望」、子の年齢を記載し往復
はがき（〒330‐0074 さいたま市
浦和区北浦和5‐6‐5）または電子
メール（info@saiboren.or.jp）で
■問県母子寡婦福祉連合会�048‐
822‐1951

ヨガ教室
■時6月21日～8月30日の毎週水曜
日、①午後7時45分～8時45分②
午後9時～10時
■所ウェルスタ戸田（戸田市下戸田
1‐7‐162階）
■内①姿勢改善ヨガ②リラックスヨガ
■対■定20歳以上の人、各15人
■費初回無料（以降月額4，000円）
■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
�048‐287‐9640
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