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戸田市保養所「白田の湯」
～年末年始は抽選で～

12月29日（金）～平成30年1月3日（水）の利用（2泊まで）は、専用の申込
用紙で受け付け、抽選で決定します。
配布期間 10月2日（月）～16日（月）
配布場所 市役所3階防犯くらし交通課、戸田公園駅前行政センター、
福祉保健センター、各福祉センター、上戸田地域交流センター（あいパル）、
図書館、障害者福祉会館、児童センター（こどもの国、プリムローズ）、
笹目コミュニティセンター（コンパル）、新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）、市内3駅の広報ラック
■申10月16日（月）まで（必着） ※抽選結果ははがきで通知します。インタ
ーネットからの抽選申込はできません
■問防犯くらし交通課�433‐2213（保養所予約窓口）

市民カヌー体験教室
カヌーの魅力を体感しよう！もっと漕いでみよう！初心者大歓迎！
■時10月7日（土）、第1部：午前10時～11時30分、第2部：午後1時～2
時30分、第3部：午後3時～4時30分 ※天候により中止になる場合が
あります
■所スポーツセンター屋外プール
■講市カヌー協会
■対■定小学生以上の市内在住・在勤・在学者、各部10人 ※重複申込不可
■費500円（保険代など） ※費用は当日集めます
■持運動ができる服装、濡れてもいいサンダル、タオル、着替え、飲み物、
サングラスなど ※水着を衣服の下に着込むことをおすすめしています
■申10月2日（月）まで ※申込順、電話可
■問文化スポーツ課（内線339）

戸田市美術展覧会「市展」
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部
門からなる市の美術展覧会です。まちの芸術
家の作品が展示されるほか、審査員などの作
品も展示されます。今年は、ぜひ「市展」で芸
術の秋をご堪能ください。
■時10月1日（日）～9日（祝・月）、午前10時～
午後5時 ※最終日は午後3時まで
■所文化会館2階展示室、3階会議室各室 ※入
場無料
■問文化スポーツ課（内線368）

天体観察会
■時9月30日、10月28日、11月25日、12月23日の
土曜日（全4回）、午後7時～8時30分 ※1
日のみの参加可
■所芦原小学校集会室 ※駐車場はありません
■内映像で星空の解説後、天体望遠鏡で星を観
察する ※曇雨天時は天文工作やクイズなど
■講星空案内人とだ
■対■定市民、30人 ※小学生以下は保護者同伴
■持筆記用具
■申9月25日（月）までに参加日、参加者氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、返信先メールア
ドレスを記載し、電子メール（todanohoshi
@gmail.com）で ※費用無料。申込順
■問生涯学習課（内線466）

【市民大学認定講座】防犯講習会
■時10月28日（土）、午前9時30分～11時30分
■所文化会館301会議室
■内警察官OBによる市内の犯罪情勢、被害に
遭わないための対策や方法の説明、埼玉県警
防犯指導班「ひまわり」による寸劇など
■対■定市内在住・在勤・在学者、60人
■申10月18日（水）までに、住所、氏名、年齢、
電話番号を電話または電子メール（kurashi
110＠city.toda.saitama.jp）で ※費用無料。
申込順
■問防犯くらし交通課（内線370）

【市民大学認定講座】美笹公民館の歴史講座
■時11月1日、8日の水曜日（全2回）、午後1
時30分～3時30分
■所西部福祉センター
■内NHK大河ドラマに登場する人物を学ぶ
～女城主 直虎～
■対■定市民、15人 ※費用無料
■申9月19日（火）午前10時～ ※申込順、電話
可
■問美笹公民館�421‐3024
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お知らせ

市自転車駐車場（定期利用）の更新
もうすぐ有効期限を迎える人で、引き
続き利用を希望する人は更新手続きが
必要です。また、年度をまたいでの更
新はできません。更新手続きなど詳し
くは下記へお問い合わせください。
■問日本コンピュータ・ダイナミクス
（株）駐輪場サポートセンター�0120‐
3566‐21（管理番号4158）

特設相談
◆日曜法律相談
■時10月1日（日）、午前10時～正午 ※相
談時間は30分
■内離婚、相続、賃貸借契約など民事全般
■申9月29日（金）午前9時までに電話ま
たは直接下記へ ※4人まで
◆マンション管理相談
■時10月4日（水）、午後1時～3時 ※相
談時間は60分
■内管理組合運営・建物設備の維持管理
など
■申10月3日（火）午後3時までに電話ま
たは直接下記へ ※2組まで

■所市役所3階相談室 ※申込順
■問防犯くらし交通課（内線270）

戸田市・川口市・蕨市 合同企業面接会
■時9月26日（火）、正午～午後4時
■所川口駅前市民ホール「フレンディア」
■内3市の企業約40社が参加する就職面
接会 ※事前予約不要。履歴書を複数
枚お持ちください
■対平成30年3月卒業予定の大学・大学
院・短大・専門学生または40歳未満の人
■問南部地域振興センター�048‐256‐
1110

求人企業合同面接会
■時10月16日（月）、午後1時～4時 ※受
付：正午～午後3時30分
■所大宮ソニックシティ4階市民ホール
■対平成30年3月に大学・短大・専門学
校卒業見込みの人または3年以内既卒
の人 ※事前予約不要。入退場自由。履
歴書を複数枚お持ちください。参加企
業名は下記ホームページに掲載予定
■問県雇用対策協議会�048‐647‐4185

リサイクル自転車の販売
■時10月1日（日）
■所戸田地区自転車商組合加盟店

価格 上限8，000円 ※ほかに防犯登
録手数料500円が必要

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）
■問詳しくはお近くの加盟店へ

目の無料検診
■時10月1日（日）、午前10時～正午、午
後1時～2時
■所商工会館3階
■対■定市民、100人 ※当日先着順。献眼
登録も受け付けます
■問戸田ライオンズクラブ 山﨑�090‐
3008‐3330

戸田母親大会
■時10月1日（日）、午前10時～
■所東部福祉センター
■内午前10時～：分科会（発達障害、医療
介護など）、午後1時～：講演（子育て・孫
育ては共感力。「道徳の教科化」を考える）
■問戸田母親大会実行委員会 菅野
�421‐9692

法務局休日相談所
■時10月1日（日）、午前10時～午後3時
※申込順
■所さいたま地方法務局本局（さいたま
市中央区下落合5‐12‐1 さいたま第
2法務総合庁舎）、ウェスタ川越（川越
市新宿町1‐17‐17）
■内土地や建物の相続などによる名義変
更や人権、公正証書などに関する相談
■問さいたま地方法務局�048‐851‐1000
（音声ガイダンス5番）

不動産無料相談会
■時10月7日（土）、午前10時～午後4時
■所さいたま浦和会場（埼玉会館3階3
B会議室）、熊谷会場（八木橋百貨店1
階正面入口）
■内不動産鑑定士による無料相談
■問県不動産鑑定士協会�048‐789‐6000

多子世帯による住宅取得やリフォーム
に補助金を交付します
補助金額 ①新築分譲住宅取得（限度
額50万円）②中古住宅取得かつリフォー
ム（限度額70万円） ※県住宅供給公社

の助成金を含む
■対多子世帯（18歳未満の子が3人以上
または2人（条件付き）の世帯） ※①
②とも敷地面積や間取りの要件あり。
詳しくは下記へお問い合わせください
■申平成30年3月15日（木）まで
■問県住宅課�048‐830‐5563

埼玉県防災学習センターをご利用ください
開館時間 午前9時～午後4時30分
※入館：午後4時まで。休館日など詳
しくは下記へお問い合わせください
■所鴻巣市袋30番地
■問県防災学習センター�048‐549‐2313

建設業退職金共済制度
■対事業主（建設業を営む人）、労働者（建
設業の現場で働く人）
掛け金 日額310円
■問建設業退職金共済事業埼玉支部
�048‐861‐5111

イベント

さいたまの水と森ふれあい体験
■時10月29日（日）、午前7時20分～午後
6時 ※集合：熊谷駅に午前7時20分
または西武秩父駅に午前8時40分
■所荒川上流の水源林散策および滝沢ダ
ム（秩父市）の見学 ※バスで移動
■対■定県内在住の小学生以上、50人
※小・中学生は保護者同伴
■申9月29日（金）まで ※費用無料。詳
しくはお問い合わせください
■問県土地水政策課�048‐830‐2189

ひとり親家庭交流会
◆チンチン電車で荒川遊園に行こう！
■時10月29日（日）、午前9時～午後4時
■所荒川遊園
◆ピザをつくってみよう！
■時11月4日（土）、午前10時～午後2時
■所新曽福祉センター

■対ひとり親家庭の親子
■費各回、会員：1人300円、非会員：
1人400円
■申10月15日（日）まで
■問市母子寡婦福祉会 原田�421‐0951

市民カローリング大会
■時10月9日（祝・月）、午後1時30分～
5時 ※受付：午後1時～
■所芦原小学校体育館アリーナ
■持室内履き ※費用無料
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32017・9・15

■対小学生以上 ※原則3人1組
■問レクリエーション協会事務局 牧野
�090‐2933‐7684

募集

パブリック・コメント
◆戸田市国民健康保険税の改正（案）
■内平成30年度から始まる国民健康保険
の広域化に際し、国保財政の健全化を
目指し、国民健康保険税の改正を予定
しています。その内容について広く市
民の皆さんから意見を募集します。
募集期間 9月15日（金）～10月14日
（土）
担当課 保険年金課（内線266）
提出方法 資料公開場所へ持参、また
は郵便、FAX（433‐2200）、電子メール
（hokennenkin@city.toda.saitama.
jp）で ※資料公開場所により受付時
間が異なります
資料公開場所 担当課、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 ※市ホームページでも
公開しています
■問庶務課（内線363）

戸田市児童福祉審議会の傍聴
■時10月2日（月）、午後1時30分～
■所市役所7階第5委員会室
■内児童福祉および子ども・子育て支援に
関する事項を調査審議する会議の傍聴
■定10人
■申住所、氏名（ふりがな）、電話番号を
記載し、電話、FAX、電子メール（ko
domokatei@city.toda.saitama.jp）
または直接下記へ ※申込順
■問こども家庭課（内線454）

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日～5日
■問介護老人保健施設�422‐8800

社会福祉事業団 正規職員・契約・パート
職種 ①正規職員（介護職）②ショート

ステイ・特養契約職員③介護パート
募集人数 ①2人②2人③1人
賃金 ①月給19～25万円②時給1，100
円③時給950円 ※申込方法や勤務時
間など、詳しくは下記ホームページを
ご覧ください
■問社会福祉事業団�432‐2222

とだファミリー・サポート・センター会員
とき

入会説明会 10／2（月） 10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

11／13（月） 9：30～12：30

11／20（月） 9：30～12：10

■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
※第2・4土曜日、第1・3・5水曜日、
日曜日、祝日は除く
■問とだファミリー・サポート・センター
事務局�433‐2244

彩の国埼玉環境大賞の候補者
■対県内で活動する団体、事業者、個人
※自薦、他薦不問
■申9月29日（金）まで ※詳しくは下記
ホームページをご覧ください
■問県環境政策課�048‐830‐3019

自衛官
職種 自衛官候補生
■対18歳以上27歳未満 ※試験日程など
詳しくは下記へお問い合わせください
■問朝霞地域事務所�048‐466‐4435

講座・教室

就職支援セミナー
◆応募書類の書き方とポイント
■時10月16日（月）、午前9時30分～正午
■所市役所5階大会議室A
■内企業への効果的なアピールにつなが
る応募書類の書き方やポイントを学ぶ
■定20人
◆パソコン講座
■時10月24日（火）、午前9時30分～正午
■所教育センター3階教育研究室
■内パソコンで応募書類を作成する
■対■定パソコンの初歩的な操作・入力が
できる求職中の人、10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（keiz
ai@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）

いきいきタウンとだ 家族介護教室
■時9月28日（木）、午前10時～正午
■所いきいきタウンとだ（喜沢南2‐5‐23）
■内口腔ケアの方法と大切さを学ぶ
■対■定高齢者を介護している人や介護に
関心のある人、15人
■申9月27日（水）まで ※費用無料
■問いきいきタウンとだ�432‐1500

ブランクのある看護職のための
再就業技術講習会
■時10月10日（火）～12日（木）、午前9時
～午後4時
■所戸田中央総合病院
■申電話で ※費用無料
■問県医療人材課�048‐830‐3543

心身障害者福祉センターの講座
◆車いすダンスボランティア入門講座
■時10月1日～22日の日曜日（全4回）、
午後1時30分～3時30分 ※1回のみ
の参加も可
■内車いすダンスボランティアの入門
※費用無料。ダンス経験・ボランティ
ア経験は不問
■講戸田ユニークダンス友の会
■対■定市内在住・在勤者、10人
■申申込書に必要事項を記入し、電話ま
たはFAX（441‐5031）で下記へ
◆フライングディスク教室
■時10月14日、11月4日、12月9日の土
曜日（全3回）、午前10時～11時30分
■内フライングディスク ※誰でも楽し
める内容です
■対■定身体障害者、15人 ※費用無料
■申10月6日（金）までに電話またはFAX
（441‐5031）で

※申込順、電話可。手話通訳、要約筆
記が必要な人は事前にFAXなどでお
知らせください
■所障害者福祉会館3階軽体育室
■問心身障害者福祉センター（障害者福
祉会館内）�445‐1828

ひきこもりに関する講演会
■時10月10日（火）、午後2時～4時 ※開
場：午後1時30分
■所川口保健所大会議室

ひがしひろゆき

■講県立大学教授 東宏行さん
■対■定関心のある人、80人 ※費用無料。ひ
きこもり相談対象はおおむね16歳以上
■申10月2日（月）までに電話で
■問川口保健所�048‐262‐6111
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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

情報ガイド

凡例
■時
と
き
■所
と
こ
ろ
■内
内
容
■出
出
演
■講
講
師
■対
対
象
■定
定
員

■費
費
用
■持
持
ち
物
■申
申
込
■問
問
い
合
わ
せ

市役所▶〒335‐8588 戸田市上戸田1‐18‐1 �441‐1800
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ひとり親のためのパソコン教室
■時10月5日（木）、6日（金）（全2回）、
午前10時～午後4時
■所ウエスタ川越（川越市新宿町1‐17‐17）
■内選べるワード・エクセル講座、就業
支援セミナー「自分のレベルを確認し
よう！」
■定20人 ※応募多数は抽選。託児あり
■費800円（教材費）
■申9月21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」、子の年齢を明記し往復はがき（〒
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@saibo
ren.or.jp）で
■問県母子寡婦福祉連合会�048‐822‐1951

はつらつお母さんの勉強室
とき 内容 講師

10／28
（土）

『子どもに寄り添
う幸せ子育て』

明星大学名誉教授
おかもととみ お

岡本富郎さん

11／9
（木）

『遊びこそ生きる
力！』

日本冒険遊び場づくり協会
あま の ひであき

理事 天野秀昭さん

11／13
（月）

『子どもの育ちと
スマホについて
考えてみよう』

白梅学園大学客員研究員
なり た ひろ こ

成田弘子さん

11／30（木）、
12／7（木）

フリートーク
（全2回） －

※時間はいずれも午前10時～正午。受
付：午前9時30分～9時50分
■所芦原小学校生涯学習施設
■対■定乳幼児から学童期までの子を持つ
人や妊娠中の人で、全日程に参加でき
る人、30人 ※託児あり（平成29年3
月生まれまで、20人）。子の同室不可
■費2，000円（保険代など） ※託児は別
途2，000円（5回分の保険代など。2人
目以降は1，000円）
■申9月27日（水）必着で、往復はがきの
往信に住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、この講座を何で知ったか、受講経
験の有無、託児希望の場合は子の氏名
（ふりがな）、生年月日、性別を、返信

に住所、氏名を記入して（〒335‐0022
戸田市上戸田4‐17‐18‐608平川方 は
つらつお母さんの勉強室係）へ ※応
募多数は抽選
■問はつらつお母さんの勉強室事務局
平川�090‐1043‐5286（午前9時～正午）

県民講座「知っていますかLGBT？
（基礎編、子供のLGBT編）」
■時○基礎編：①11月28日（火）②12月17
日（日）③平成30年1月28日（日）、午後
2時～4時、○子供のLGBT編：④12
月7日（木）⑤平成30年1月14日（日）、
午後2時～4時 ※各回同じ内容です
■所①④With You さいたま（さいたま
市）②⑤ウェスタ川越（川越市）③越谷
市中央市民会館（越谷市）
■内性的少数者（LGBT）を取り巻く環境
や当事者の悩みなどを講座を通じて学ぶ

はら た

■講LGBT支援団体代表 原ミナ汰さん
■申10月10日（火）～11月9日（木）に電子
メール（a2250‐02＠pref.saitama.lg.
jp）またはFAX（048‐830‐4718）で
■問県人権推進課�048‐830‐2255

「あなたの街の犯罪被害者支援」シンポジウム
■時9月27日（水）、午後6時30分～8時
※開場：午後6時
■所埼玉会館小ホール（さいたま市浦和
区高砂3‐1‐4）

いずみふさ ほ

■内兵庫県明石市の泉房穂市長による
講演、パネルディスカッションなど
■問埼玉弁護士会�048‐710‐5666

国際ボランティア研修会
■時10月15日（日）、午前10時～正午
■所新曽南多世代交流館2階会議室
■内外国人観光客をもてなすための英語
講座

は が よしのぶ

■講大東文化大学第一高校 芳賀義信さん
■対■定多文化共生ボランティアに興味の
ある人で多文化共生ボランティアの登
録者、30人 ※費用無料。申込順

■申10月7日（土）まで
■問国際交流協会�434‐5690

外国語ミニ講座 チャレンジ韓国語
■時10月20日～11月24日の金曜日（全5
回）、午後7時～8時30分 ※11月3日
（祝・金）は休み
■所新曽南多世代交流館2階会議室
■内フレーズごとに覚えて韓国語を楽し
く学ぶ

イ ウンスク チョンジュ

■講李 銀淑さん（全州市出身）
■対■定市内在住・在勤者または会員、26人
■費会員：2，000円、一般：2，500円（教材
費など） ※申込時入会可
■申10月13日（金）までに申込書に費用を
添えて下記へ ※申込順。申込書は下
記で配布
■問国際交流協会�434‐5690

テニス指導法講座
■時10月6日～27日、11月10日～24日、
12月1日、8日の金曜日（全9回）、午
後1時30分～3時
■所スポーツセンター第一競技場
■対18歳以上のテニス経験者 ※高校生
不可
■費4，500円（保険代など） ※当日集め
ます
■持テニスラケット、運動着、体育館シュ
ーズ、飲み物、タオルなど
■申10月4日（水）まで
■問スポーツセンター�443‐3523

※申込順、電話可。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
パ ル ダ イ ス

日受付の講座を除き、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
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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

おやこでリトミック
コンサート

10／7（土）、
13：30～14：15
（13：00～マラカス太鼓づくり）

マラカス太鼓をつくって、生演
奏に合わせてリズムをとる

親子とその家族、
30組（1歳未満無
料）

大人300円
子ども200円
（入場料）

受付中

ファミリーコンサート 10／7（土）、15：30～16：15
おなじみの曲を家族で楽しむ
※終了後、ヴァイオリン体験あ
り（～17：00）

誰でも、30組（子連
れ可・大人のみ可）

大人500円
子ども（3歳以上）250円

（入場料）

琵琶奏者と一緒に和
文化体験

10／28、11／25、12／9の
土曜日、
13：00～15：00

着付け・茶道・立ち居振る舞い
などを琵琶演奏者に習い、薩摩
琵琶に触れる

市民、各10人 各2，000円 9／20（水）～

3ページ[講座・教室]より続き
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