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敬老のつどい（旧敬老会）
■時9月9日（土）、午前10時～正午 ※開場：午前9時
■所文化会館ホール

おお つ よし こ こ ばやし や かみ た ろう

■内演芸（大津美子（歌謡）、マグナム小林（漫談）、はさみ家紙太郎（司会））
ほか
■対■定70歳以上の市民、1，100人 ※平成29年4月1日現在
■申8月1日（火）～31日（木）に各福祉センター（東部・新曽・西部）または
下記に申込者の健康保険証・住基カードなどの身分証を持参し、申込用
紙に参加者および申込者の住所、氏名、生年月日などを記入の上、申し
込んでください。 ※申込順、代理可。介助者が必要な人は1人まで同
伴可。申込時に「敬老のつどい」の入場券を配布しますので、当日必ずお
持ちください
今年からの変更点
①招待状の送付は行いません
②参加には事前の参加申し込みが必要となります
③送迎バスはありません。公共交通機関などをご利用ください
■問長寿介護課（内線471）

花火大会に伴う市内施設の開庁時間変更
8月5日（土）は戸田橋花火大会の開催に伴い、
施設の開庁時間が次のとおり変更となります。

ところ とき 問い合わせ
① 戸田公園駅前出張所（1階）

9：00～12：00
�420‐9734

② 戸田市観光情報館トビック・
戸田公園駅前配本所（2階）

�420‐9794
�442‐2800

③ 戸田公園駅前子育て広場（3階） 10：00～12：00 �420‐9741

④ こどもの国（児童センター、公園含む） 9：00～15：00 �443‐2387

⑤ 青少年の広場 6：00～16：00 児童青少年課（内線669）

※当日が雨天・強風などで順延となった場合、
①～③：5日・6日の両日とも上記時間、④
⑤：5日は通常利用で6日が上記時間に変更
となります

戸田橋花火大会に伴う交通規制
花火大会当日は、歩行者の安全確保と路上駐
車防止のため、下図の範囲で交通規制を実施
します。規制区域内では、車両（自動車や自
転車）の通行ができません。ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。
■時8月5日（土）、午後5時～9時30分頃（予定）
※順延の場合は翌6日（日）の同時刻帯

車両通行禁止区域（枠線内）

■問戸田橋花火大会実行委員会事務局（経済政
策課内）�431‐0206

特設相談
◆マンション管理相談
■時8月2日（水）、午後1時～3時
■内管理組合運営・建物設備の維持管理など
■申8月1日（火）午後3時までに電話または直
接下記へ ※2組まで。相談時間は60分
◆日曜法律相談
■時8月6日（日）、午前10時～正午
■内離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
■申8月4日（金）午前9時～電話または直接下
記へ ※4人まで。相談時間は30分

■所市役所3階相談室 ※費用無料。要予約、
申込順
■問防犯くらし交通課（内線270）
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お知らせ

夏季休業中における学校閉庁
県教育委員会では、教職員の休暇取得
による健康増進と、省エネルギー対策
のため、今年度から夏休み中に「サマ
ーリフレッシュウィーク」を設定しま
した。市でも、8月11日（祝・金）～16
日（水）に学校閉庁の期間を設けます。
やむを得ない場合を除き、部活動など
も原則として行いません。緊急時には、
市教育委員会を通して教職員に連絡し
ます。
■問学務課（内線375）

貯水槽設置者へのお知らせ
ビルやマンション、飲食店などの施設
に貯水槽を設置している人は、適切に
貯水槽の管理をしましょう。貯水槽の
有効容量が10㎥を超える場合は、1年
に1回の検査および清掃が義務付けら
れています。
■問有効容量が10㎥を超える場合：環境
課（内線389）、有効容量が10㎥以内の
場合：水道施設課�229‐4638

加害者によるケガで病院にかかる際は
国保に届け出を
交通事故や傷害事件などで、加害者な
ど第三者の行為によるケガの治療費は、
加害者が弁償するため、国民健康保険
の保険証は使えません。しかし、加害
者から弁償されるまで時間がかかるた
め、ケガをした状況やケガの内容を国
保に届出することで、一時的に保険証

の使用を認め、その後に、国民健康保
険が負担した部分を加害者に代位求償
します。加害者によるケガで病院にか
かる場合は下記へご連絡ください。
■問保険年金課（内線460）

リサイクル自転車の販売
■時8月6日（日）
■所戸田地区自転車商組合加盟店
価格 上限8，000円 ※防犯登録手数
料500円が別途必要。予約販売なし

加盟店名 住所 電話
日坂輪業 喜沢2‐27‐3 441‐3862

長谷川サイクル 喜沢2‐39‐7 443‐1663

サイクルショップウメダ 下前2‐6‐9 441‐6168

YOU SHOP ヤマダ 上戸田2‐2‐4 441‐2049

稲垣サイクル 新曽南2‐12‐25 441‐4122

遊輪ショップえぐち 大字新曽1827‐1 441‐4164

梅田自転車 本町3‐1‐26 441‐1181

担当 防犯くらし交通課（内線286）
■問詳細はお近くの加盟店へ

年金請求書の手続き漏れはありませんか
老齢基礎年金を受け取るのに必要な期
間（受給資格期間）が、25年から10年に
短縮されます。日本年金機構では、対
象となる人に黄色の封筒（A4サイズ）
を送付しています。
制度の開始は8月1日（最も早い年金
の支払いは10月）です。請求手続きを
していない人は、今すぐお問い合わせ
ください。
■問ねんきんダイヤル�0570‐05‐1165

国民年金保険料の免除・猶予制度
経済的な理由などにより保険料を納め

ることが困難な場合には、保険料が免
除・猶予されることがあります。期間
は7月から翌年6月までの1年間で、
過去の保険料は2年1カ月前の分から
免除申請が可能です。
■問浦和年金事務所�048‐831‐1638、保
険年金課（内線214）

交通事故被害者のご家族への援護金
給付対象者 平成28年4月1日以降、
交通遺児や交通事故により重い障害を
負った保護者に養育されている県内在
住の18歳以下の人
給付額 子ども1人につき10万円（1
回のみ）
申請書類 各市町村、学校などで配布
提出期限 ①平成29年11月給付分：平
成29年8月31日（木）まで②平成30年5
月給付分：平成30年2月28日（水）まで
提出先 みずほ信託銀行浦和支店に郵
送または持参
■問県防犯・交通安全課�048‐830‐2958

建築物補助制度
◆耐震診断・耐震改修補助制度
■対昭和56年5月31日以前に建築確認を
受けて建築された建築物の内、①多数
の者が利用する一定規模以上の建築物
（診療所・店舗・福祉施設など）②災害
時に救命活動や物資の輸送を行うため
の道路をふさいでしまう恐れのある建
築物
◆埼玉県民間建築物アスベスト対策補
助制度
■対アスベスト含有の恐れのある吹付け
材の含有調査、アスベスト除去など

※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。当日受付の講座を除
パ ル ダ イ ス

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
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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

ぽっぽマタニティ 8／19（土）、
10：30～12：00

出産や産後の喜びや不安につい
て、家庭教育アドバイザーと一
緒におしゃべりする

妊娠中の人とパート
ナー・家族、産後1
～6カ月の人と家族、
10組

無料 7／20（木）～
※申込順、電話可

夏休み手芸ひろば
7／21、28、8／18の
金曜日、
10：00～12：00

手芸ボランティアに習い、「紙バ
ンドのモビール」または「フェル
トの裁縫セット」をつくる

小学生以上、24人 1つ
100円～ 当日受付

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

8／8、29の火曜日、
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歳の子ども（1カ
月健診終了後～）と
母親、各20組

各560円
（保険代など）

7／20（木）～
※申込順、電話可

おもちゃの病院 8／12（土）、
11：00～15：00

持参した壊れたおもちゃをトイ
ドクターにみてもらう 市民

無料
※修理部品代は
別途必要

当日受付

ミニ四駆ひろば 7／23、8／27の日曜日、
13：00～16：00

ミニ四駆をコースで走らせて速
さを競ったり、上手に走らせる
工夫について語り合う

市民（幼児は保護者
同伴）

無料
※ミニ四駆を購
入の場合実費
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32017・7・15

■問県建築安全課�048‐830‐5527

労使トラブルの円満な解決をお手伝い
■内労働委員会が公平な立場で労働者と
会社とのトラブル解決をお手伝いしま
す。詳しくは下記事務局ホームページ
をご覧ください
■問県労働委員会事務局�048‐830‐6452

優良運転者の表彰
10月14日（土）に開催される蕨・戸田地
区交通安全運転者・ポスター・作文優
秀者等表彰式では、とだわらび交通安
全協会の会員で、無事故・無違反の優
良運転者を自薦により表彰します（5
年、10年、15年、20年、25年、30年、
35年、40年以上の年別）。
■申9月15日（金）までに、優良運転者表
彰申請書1通（協会窓口で配布）、無事
故無違反証明書1通、とだわらび交通
安全協会会員証、運転免許証を持参し
下記へ
■問とだわらび交通安全協会事務局（蕨
警察署内）�445‐1779

7月1日（土）～8月31日（木）は
夏期食中毒予防対策月間です
生や加熱不十分の肉による食中毒に注
意しましょう。「新鮮なお肉だから安
全」ではありません。肉は中心部まで
十分に加熱（中心温度75℃、1分間以上）
して食べましょう。
■問川口保健所�048‐262‐6111

障害者向け保養施設「伊豆潮風館」
■所県伊豆潮風館（静岡県伊東市富戸字
先原1317‐89）
■対①障害者およびその家族②①以外の
県民
■申電話またはFAX（0557‐51‐3436）で
※①利用予定日の6カ月前の月の初日～
②利用予定日の3カ月前の月の初日～
■問埼玉県伊豆潮風館�0557‐51‐1504

こんにちは県議会です
■時7月23日（日）、午後6時30分～45分
※通常は日曜日、午前10時～10時15分
放送局 テレビ埼玉
■内6月定例会ダイジェスト ※詳しく
は県議会ホームページをご覧ください
■問県政策調査課�048‐830‐6257

出張法律相談会
■時8月10日（木）、午後1時30分～4時
30分 ※要予約。1組60分

■所伊奈町コミュニティセンター
■内相続、遺言、登記、債務整理、成年
後見、不動産の名義変更など
■申電話で ※費用無料
■問浦和総合相談センター�048‐838‐
7472

サマージャンボ宝くじ、サマージャンボ
ミニ、サマージャンボプチ
収益金は市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。
発売期間 7月18日（火）～8月10日（木）
■問県市町村振興協会�048‐822‐5004

イベント

健康福祉の杜 夏祭り
■時7月29日（土）、午後6時～8時
■所健康福祉の杜 ※入場無料
■内盆踊り、和太鼓演奏、花火、模擬店
コーナーなど
■問健康福祉の杜�432‐2222

彩の国ボランティア体験プログラム
■時7月15日（土）～9月30日（土）
■内市内高齢者施設、障害児・者施設、
児童施設、保育園、各ボランティア団
体などでさまざまなボランティア活動
の体験をする ※詳しくはホームペー
ジ、各町会掲示板または下記へ
■申申込書を直接下記へ
■問市ボランティアセンター�442‐0309

夏休み特別企画 将棋・囲碁をおじいちゃんと
打って習ってみませんか
■時8月4日（金）、18日（金）、午後1時
30分～3時30分
■所東部福祉センター1階いこいの室
■対市内在住の小学生～高齢者で将棋・
囲碁に興味がある人、教えてほしい人、
対戦したい人
■申8月1日（火）までに電話で ※当日
申込可
■問東部福祉センター�443‐1021

募集

国民健康保険運営協議会の傍聴
■時8月3日（木）、午後2時～
■所市役所7階第5委員会室
■定5人
■申開催日の午後1時30分～50分 ※先
着順
■問保険年金課（内線460）

起業支援センター入所者
■所起業支援センター「オレンジキュー
ブ」（戸田市本町1‐24‐18）
■対起業予定の個人または起業後5年未
満の個人・小規模企業
募集室 ①支援室（8室）②シェアード
オフィス（17人）
■費4，000円～67，000円（月額）
■問経済政策課（内線395）

福祉作業所もくせい園 看護師
募集人員 1人
資格 看護師（准看護師可）
■内利用者（知的障害者、身体障害者）へ
の看護業務、支援
雇用期間 採用日～平成30年3月31日
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日で週2～3日勤
務（応相談）、午前9時～午後4時（実
働6時間）（休憩1時間）
賃金 時給1，800円
選考方法 書類審査および面接審査
■申履歴書および資格証明書の写しを下
記へ
■問福祉作業所もくせい園�445‐8530

とだファミリー・サポート・センター会員
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
動を行います。希望者は申し込みの上、
下記の入会説明会に参加し、協力会員
は下記講習会（2回）も受講してくださ
い。

とき

入会説明会 8／7（月） 10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

8／21（月） 9：30～12：30

8／28（月） 9：30～12：10

■申各開催日の前日正午までに電話で
※第2・4土曜日、第1・3・5水曜日、
日曜日、祝日は休業日
■問とだファミリー・サポート・センター
事務局�433‐2244

県政サポーター
■内インターネットアンケートに回答し、
県政に参加する
■対満16歳以上で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、常勤の県職員を除く
■申県ホームページで
謝礼 一定ポイントに達した人から抽
選で図書カードを進呈
■問県広聴広報課�048‐830‐2850
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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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荒川図画コンクール作品
入賞者には応募作品の絵をスタンドに
して贈呈します。
■対小学生
題材 荒川流域の川や彩湖の風景 ※詳
しくは下記ホームページの応募要領を
ご覧ください
■申9月19日（火）まで
■問荒川図画コンクール実行委員会事務局
�049‐241‐0380

アクティブシニア「地域デビュー川柳」
アクティブシニアの地域活動への参加
などをテーマとした「地域デビュー川
柳」を募集します。
■内地域活動のエピソードやシニアへの
応援など地域デビューに関する気持ち
や出来事を川柳に詠む
■申9月10日（日）まで ※詳しくは下記
ホームページで
■問県共助社会づくり課�048‐830‐2839

県立特別支援学校塙保己一学園高等部入学者
◆高等部専攻科入学者選考
■時1次募集：12月1日（金）、2次募集：
平成30年2月9日（金） ※1次募集で
定員に達した場合は2次募集しません
■内あん摩・マッサージ・指圧、はり、
きゅうの技能を習得する
■対①両眼矯正視力がおおむね0．3未満

の人または矯正視力が0．3以上で盲学
校の教育を受けることが適当な人（身
体障害者手帳未取得を含む）②高等学
校を卒業した人もしくは平成30年3月
卒業見込みの人またはこれらと同等以
上の学力があると認められた人
◆教育相談会
■時8月5日（土）、午前の部：午前10時
～午後0時10分、午後の部：午後1時
20分～3時30分
■所さいたま市下落合教育相談室（さい
たま市中央区下落合6‐10‐3）
■申7月20日（木）まで
◆学校公開
■時9月15日（金）、午前9時10分～午後
0時30分
■所塙保己一学園（川越市笠幡85‐1）
■申9月4日（月）まで

■問県立特別支援学校塙保己一学園
�049‐231‐2121

放送大学10月入学生
■内テレビ・ラジオ・インターネットで
授業を行う通信制大学で学ぶ
■対教養学部：①科目履修生（6カ月在
学し、希望する科目を履修）②選科履
修生（1年間在学し、希望する科目を
履修）③全科履修生（4年以上在学し、
卒業を目指す）、大学院：①修士科目
生（6カ月在学し、希望する科目を履

修）②修士選科生（1年間在学し、希望
する科目を履修）
出願期間 第1回：6月15日（木）～8
月31日（木）、第2回：9月1日（金）～
20日（水）
■問放送大学埼玉学習センター�048‐
650‐2611

講座・教室

セミナー わが子の「発達の遅れ」に
直面した保護者と考える
■時7月27日（木）、午前10時40分～午後
0時30分 ※受付：午前10時30分～
■所メディアセブンコミュニケーション
スタジオ（川口市川口1‐1‐1）
■内「発達障害」と診断された保護者の体
験発表と、教育的観点からのまとめと
質疑応答
■対■定子どもの発達の遅れに直面してい
る子育て中の保護者、30人
■費500円
■申住所、氏名、職業、電話番号、「子
どもの年齢・学年」、「子育てで困って
いること、聞きたいこと」を電話、FAX
（048‐837‐6926）または電子メール（BWA
16243＠nifty.com）で

エ デ ュ ケ ー シ ョ ン イン ア ワ セ ル ブ ズ

■問NPO法人Education in Ourselves
教育を軸に子どもの成長を考えるフォ
ーラム�048‐837‐6926

災害ボランティア入門講座
■時8月24日（木）、午後1時～4時
■所文化会館301会議室
■内災害への備えなど、防災の基礎知識
と災害時にボランティアを行う心構え
を学ぶ
■対■定市内在住・在勤者、30人 ※費用
無料
■申氏名、電話番号を電話、FAX（441‐
4451）または電子メール（center@tod
asimin.net）で ※申込順
■問ボランティア・市民活動支援センター
�441‐4444

職種 試験区分 受験資格 採用予定人員
事務

上級行政
H3．4．2以降生まれ 15人程度

事務（身体障がい者対象） S57．4．2以降生まれ 3人程度
事務（教育枠） H3．4．2以降生まれ 1人程度

技術
上級土木

H3．4．2以降生まれ 10人程度
上級建築

技術（身体障がい者対象）
上級土木

S57．4．2以降生まれ 3人程度
上級建築

技術（社会人経験者枠）
上級土木

S57．4．2以降生まれ 2人程度
上級建築

技術（社会人経験・有資格者枠）
上級土木

S47．4．2以降生まれ 2人程度
上級建築

保育士
上級 S62．4．2以降生まれ

2人程度
中級 H6．4．2以降生まれ

保健師 上級 S47．4．2以降生まれ 2人程度

消防
上級 H3．4．2以降生まれ

7人程度中級 H6．4．2以降生まれ
初級 H9．4．2以降生まれ

※技術職、保育士は、将来必要に応じて
事務職への転任ありの条件付き。消防職
は夜間勤務あり、身体的条件を満たす必
要あり
採用予定日 平成30年4月1日
申込書配布 8月8日（火）まで下記およ
び消防本部総務課、市内の公共施設で配
布。市ホームページでも取得可
選考 筆記・面接試験
試験日 1次筆記試験：9月17日（日）、

1次面接試験：9月23日（祝・土）、2次
面接試験：10月下旬～11月上旬予定
■申指定の申込用紙に必要書類を添えて8
月5日（土）、7日（月）、8日（火）に受験
者本人が直接下記へ。郵送の場合、7月
18日（火）～28日（金）必着の簡易書留郵便
で、受験票返送用の封筒（長形3号の封
筒に、郵便番号、住所、氏名を記入し、
82円切手を貼付）を同封して下記へ
■問人事課（内線511）
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