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市内商店会によるイルミネーション点灯
各地域の点灯初日には点灯式を行います。

商店会名 点灯期間 ところ 問い合わせ

上戸田商店会 11／25（土）～H30．2／14（水）、
17：00～24：00 後谷公園内 上戸田商店会

佐藤�442‐7490

本町商店会 12／2（土）～H30．2／14（水）、
17：00～23：00

中央通り（本町商店
会の各会員店前）

本町商店会
田中�441‐5316

美笹商店会
（さくら川
イルミネーション）

12月上旬～H30．2月中旬、
17：00～22：00

笹目6丁目下町公園前
（さくら川）

美笹商店会
池上�421‐3007

戸田中央商店会 11／5（日）～H30．3月末、
17：00～24：00 下戸田ミニパーク 戸田中央商店会

藤田�432‐6587

こどもの国地域イルミネーション点灯式
こどもの国の周辺地域では、防犯対策および景観美化のため、12月2日
（土）～平成30年2月14日（水）の期間にイルミネーションを点灯します。
点灯初日には点灯式を行います。
■時12月2日（土）、午後4時30分～ ■所児童センターこどもの国
■内点灯式、カウントダウンなど ■問こどもの国�443‐2387

休日の診療機関（産婦人科）日程のお詫びと訂正
広報戸田市11月1日号「医療だより」において、休日の診療機関（産婦人科）日程
の一部に誤りがありました。正しくは表のとおりです。お詫びして訂正します。

日程 （正） （誤）

11／26（日）
岩沢レディースクリニック
戸田市本町4‐17‐28 WINビル301号
�445‐4103

戸田中央産院

12／3（日） 戸田中央産院
戸田市上戸田2‐26‐3 �444‐1181 岩沢レディースクリニック

印鑑登録のカードが新しくなります
現在、印鑑登録時に交付しているカードが、
12月1日から新しいデザインの印鑑登録証に
変わります。今お持ちの「とだ市民カード」や
旧デザインの「印鑑登録証」は、今後も同じよ
うに使用できます。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
■問市民課（内線209）

�新しいデザインの
印鑑登録証のカード

県保育士試験受験手数料補助金
■対平成28年または平成29年の保育士試験合格
者で、県内の民間の保育所などに保育士とし
て勤務することが決定した人
補助額 12，700円
■申①12月31日（日）までに保育士証の交付を受
け、対象施設などに勤務することが決定した
人：平成30年1月31日（水）必着②平成30年2
月28日（水）までに保育士証の交付を受け、対
象施設などに勤務することが決定した人：平
成30年3月15日（木）必着で県少子政策課へ
※詳しくは県ホームページをご覧ください
■問県少子政策課�048‐830‐3349、保育幼稚園
課（内線282）

市職員採用試験
職種 試験区分 受験資格 採用予定人員

技術
上級土木 H3．4．2以降

生まれ 8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（民間／公務員
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（（民間／公務員
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

※将来必要に応じて事務職への転任あり
採用予定日 平成30年4月1日
申込書 11月30日（木）まで下記および市内公
共施設で配布 ※市ホームページでも取得可
選考方法 筆記・面接試験
試験日 1次筆記試験：12月10日（日）、1次
面接試験：12月15日（金）、2次面接試験：1
月中旬（予定）
■申11月30日（木）必着で、指定の申込用紙に必
要書類を添えて受験者本人が直接下記へ ※郵
送の場合は11月22日（水）必着で簡易書留郵便
で受験票返送用の封筒（82円切手を貼った長
形3号の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入）
を同封して下記へ
■問人事課（内線511）
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彩湖自然学習センターの開館延長
彩湖から富士山を望む夕日がとてもき
れいな季節になりました。彩湖自然学
習センターから夕焼けをゆっくり鑑賞
できるよう、5階展望室と展望広場を
下記のとおり延長開放します。
実施期間 11月23日（祝・木）～12月24
日（日）
開館時間 午後4時45分まで ※悪天
候の場合は中止します
■問彩湖自然学習センター�422‐9991

『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、家庭のごみや
粗大ごみは回収しませんので、出さな
いでください
■時12月3日（日）、午前8時～9時 ※雨
天の場合は10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）

総合型地域スポーツクラブを支援します
市では、豊かな地域社会の実現を目指
して、多種目・多世代・多志向のもと
地域住民が主体的に運営する総合型地
域スポーツクラブに対して支援を行っ
ています。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
◆総合型地域スポーツクラブWorld
Sports Family

教室名 開催曜日、時間

ストレッチ＆ゆるトレ教室 月・木、
10：00～11：00、他

機能改善教室 月・木、
11：15～12：15、他

お腹引き締め教室 火、
10：00～11：00

水曜太極拳教室 水、
9：30～11：00

各種ヨガ教室 水・木・金・土、
10：00～11：00、他

※費用は教室によって異なります。教
室の詳しい内容や申し込みは、上記団
体のホームページ（http : //sportska
zoku.com/）または電話（�287‐9640）
で
■問文化スポーツ課（内線394）

宝くじの助成金を受けて整備しました
宝くじの社会貢献広報事業として宝く
じの受託事業収入を財源として実施し

ているコミュニティ助成事業で購入し
ました。
○元蕨町会：テント、冷蔵庫、カラオ
ケセット、エアコン、折り畳みいす
○氷川町会：テント、スクリーン、プ
ロジェクター、書画カメラ、ブルーレ
イディスクレコーダー、発電機、投光
器、ウエイト袋、コードリール、ガソ
リン携行缶、折り畳みいす、折り畳み
いす用台車、折り畳みテーブル
■問協働推進課（内線435）

生産緑地地区の変更（案）縦覧
都市計画法の規定により、生産緑地地
区の変更（案）の縦覧を行います。
■時11月24日（金）～12月8日（金）、午前
8時30分～午後5時15分 ※土・日曜
日を除く
■所市役所3階都市計画課
■問都市計画課（内線392）

特設相談
◆日曜法律相談
■時12月3日（日）、午前10時～正午
■内離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
■定4人まで ※相談時間は30分
■申12月1日（金）午前9時～
◆マンション管理相談
■時12月6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
■定2組 ※相談時間は60分
■申12月5日（火）午後3時まで

※申込順
■所市役所3階相談室
■問防犯くらし交通課（内線270）

リサイクル自転車の販売
■時12月3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

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2‐12‐25441‐4122

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

埼玉県最低賃金の改定
埼玉県最低賃金が平成29年10月1日か
ら時間額871円に改定され、県内全て
の労働者とその使用者に適用されます。
※産業により特定（産業別）最低賃金が
定められている場合あり。詳しくは下
記へお問い合わせください
■問埼玉労働局賃金室�048‐600‐6205
い い み ら い

11月30日は「年金の日」です
この機会に自身の年金記録や将来の年
金受給見込額を確認し、未来の生活設
計について考えてみませんか。「ねん
きんネット」を利用すると、いつでも
自身の年金記録を確認できるほか、将
来の年金受給見込額について、年金記
録を基にさまざまなパターンの試算を
することもできます。詳しくは下記へ
お問い合わせください。
■問浦和年金事務所�048‐831‐1638

離職中の看護職の人は届出を
お願いします
法律の改正により、看護職の資格があ
り、就業していない人は県ナースセン
ターへの届出が努力義務になりました。
転居や出産育児などで離職した人は県
看護協会ホームページ「とどけるん」の
ページから届出をお願いします。詳し
くはお問い合わせください。
■問県ナースセンター�048‐620‐7339

河川などの水質事故防止にご協力を
笹目川などの市内河川で、油が浮いた
り、魚が死ぬなどの水質事故が発生し
ています。使い終わった油や薬品の取
り扱いには十分に注意し、決して河川
や水路、側溝に流さないでください。
また、水質事故を見つけた場合には、
速やかに下記にご連絡ください。
■問県中央環境管理事務所�048‐822‐
5199、環境課（内線387）

荒川緑肥の無償配布
配布期間 平成30年1月22日（月）～2
月3日（土）（予定）※平成30年1月28
日（日）を除く
■申12月13日（水）までに往復はがきで
※当日消印有効。応募多数は抽選。詳
しくは下記ホームページまたは市役所
3階道路河川課窓口の応募要領をご覧
ください
■問荒川上流河川事務所荒川緑肥事務局
�049‐246‐1031
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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

32017・11・15

平成29年分青色決算説明会
開催日 開催時間

①12／13（水）

10：00～11：30
（不動産所得がある人）
14：00～15：30
（事業所得がある人）

②12／14（木）

10：00～11：30
（不動産所得がある人）
14：00～15：30
（事業所得がある人）

③12／15（金）

10：00～11：30
（事業所得がある人）
14：00～15：30
（不動産所得がある人）

■所①戸田市商工会館3階大会議室②蕨
商工会館3階多目的ホール③横曽根公
民館集会室
■対西川口税務署管内の人
■問西川口税務署�253‐4061

ノロウイルスによる食中毒にご注意を！
ノロウイルスによる食中毒や感染性胃
腸炎は12月～翌年2月に発生のピーク
を迎える傾向があります。予防の基本
は「しっかり手洗い」と「よく加熱」です。
周りの人にうつさないためにもきちん
と手を洗いましょう。
■問川口保健所�262‐6111

出張法律相談会
■時12月14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、債務整理、成年
後見、不動産の名義変更など
■申浦和総合相談センターへ電話（�048
‐838‐7472）で ※費用無料。相談時間
は1組1時間
■問埼玉司法書士会事務局�048‐863‐
7861

B型肝炎に係る講演会
■時11月25日（土）、午後1時30分～4時
■所埼玉会館小ホール
■内具体的なケースを基に、B型肝炎の
最新治療を学ぶ ※午前中に患者交流
会を予定
■講埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓

もち だ さとし

内科教授 持田智さん
■対■定B型肝炎患者、家族、医療従事者、
B型肝炎治療に関心のある人、300人
※費用無料。要事前申込
■問全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団�048‐
862‐0377

イベント

賀詞交歓会
しんぼく

新年を祝い、親睦を深めるために賀詞
交歓会を開催します。市民の皆さんの
参加をお待ちしています。
■時平成30年1月5日（金）、午前11時～
午後0時30分
■所文化会館4階羽衣の間など
■対市民
■費2，000円
■申12月8日（金）までに申込書と費用を
下記へ ※土・日曜日、祝日を除く。
電話、郵送不可。申込書は下記で配布
しています。市ホームページからダウ
ンロードもできます
■問政策秘書室（内線434）

コンパルのイベント・講座
◆笹目文化の集い クリスマスコンサ
ート
■時12月17日（日）、午後2時～3時40分

※開場：午後1時30分
■所コンパル1階多目的ホール
■内明治大学マンドリンOB倶楽部によ
る演奏
■定200人
■費500円
■申11月17日（金）～12月17日（日） ※申
込順。チケットは窓口で販売
■問笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）�422‐9988

SAITAMA環境フェア＆こども
エコフェスティバル
■時12月2日（土）、午前11時～午後4時
■所コルソホール（JR浦和駅西口すぐ）
■内環境に関するステージイベントやワ
ークショップなど
■対小学生と保護者、一般 ※費用無料
■問県環境政策課�048‐830‐3019

人権啓発イベント
「ヒューマン スクウェア」
人権尊重社会をめざす県民運動強調週
間での記念事業として開催します。
■時12月2日（土）、午前10時～午後9時
30分
■所イオンモール羽生西コート
■内○アンニョン・クレヨンさんによる
人権トーク＆コンサート○人権啓発ポ
スターの展示○子ども向け工作コーナ
ー○人権啓発DVDの上映○コバトン、
ムジナもんとのふれあい ※入場無料
■問県人権推進課�048‐830‐2258

清掃ハイキングと寄居町・深谷市交流会
■時12月10日（日） ※集合：戸田市役所：
午前7時30分または戸田駅南側に午前
7時40分

※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

絵本でオペラ
「クリスマスのおはなし」

12／23（祝・土）、
①11：00～
②14：00～

「おはなしが本から飛び出して楽しい
オペラになりました」 ※オペラを楽
しんだ後、助産師による育児・母乳
相談あり

市民、各70組
各大人1，000円、
子ども500円

※小学生未満は無料
受付中

親子でアイシングクッキー教室
「クリスマス編」

12／9（土）、
①10：00～12：00
②13：00～15：00

講師が焼いてきたクッキーに数種類
のアイシングクリームを搾って、絵
や模様、文字などを描く

幼稚園生以上の子と
保護者、各10組 各1，500円 11／21（火）～

集まれ！チームとだパパ
～親子であそぼう～

12／3（日）、
10：00～12：00

ふれあい体操や交流会を通して、パ
パ友づくり ※ママはスクラップブ
ッキングをつくる

1歳6カ月～3歳の
子と親、20組

560円
（保険代を含む） 受付中

つくって食べよう！
お喜楽食堂

12／21（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歳以上の
市民、20人

500円
（教材費を含む） 11／21（火）～

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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■所深谷市、寄居町
かねつきどうやま つぶ ら た こ

■内鐘撞堂山～円良田湖
■費4，800円（交通費、保険代など）
■申12月2日（土）まで ※12月6日（水）
午後7時30分から東部福祉センターで
説明会あり。当日参加費を集めます
■問山岳連盟 岩崎�090‐1604‐6848

募集

パブリックコメント
◆戸田市障がい者計画、戸田市障がい
福祉計画、障がい児福祉計画（案）
■内戸田市障がい者計画、戸田市障がい
福祉計画、障がい児福祉計画の策定に
当たり、その内容について広く市民の
皆さんからの意見を募集します。
募集期間 11月21日（火）～12月20日
（水）
担当課 障害福祉課（内線283）
提出方法 資料公開場所へ持参、また
は郵便、FAX（444‐5588）、電子メール
（syogaifuku@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、福祉保健センター、心
身障害者福祉センター ※市ホームペ
ージでも公開しています
■問庶務課（内線363）

納税通知書用封筒の広告主
平成30年度の「固定資産税」「軽自動車
税」および「個人の市民税・県民税」の
納税通知書送付用封筒に広告掲載を希
望する広告主を募集します。
募集枠 3枠 単色
広告媒体 「固定資産税」「軽自動車
税」「個人市民税・県民税」の納税通知
書用封筒
掲載期間 原則、平成30年度中 ※封
筒がなくなり次第終了
作製枚数 107，500枚
■申11月15日（水）～12月14日（木）必着で、
申込書に必要書類を添えて下記へ ※郵
送可。申込書は市ホームページで取得
可。審査の上、掲載の可否をお知らせ
します。表面に掲載する広告は裏面に
比べ制限があります。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください
■問税務課（内線271）

「図書館ビブリオバトル」バトラー
図書館本館にて開催する「ビブリオバ
トル（本の紹介）」のバトラー（発表者）
を募集します。詳しくは、図書館で配
布しているチラシ、図書館ホームペー
ジをご覧ください。
■時12月16日（土）、午後3時30分～
■対■定中学生以上の市内在住・在勤・在
学者、5人
■申11月30日（木）までに応募用紙を郵送、
FAX（442‐8988）、電子メール（tosyok
an@city.toda.saitama.jp）または直
接図書館本館へ ※応募用紙は下記ホ
ームページまたは図書館で取得可。応
募者多数の場合は選考し、12月7日（木）
までに連絡します
■問図書館�442‐2800

西川口税務署の非常勤職員
募集人員 70人程度
勤務期間 平成30年1月4日～3月30
日の内、1～3カ月程度
勤務時間 午前8時30分～午後5時
（実働3～7時間）
勤務場所 SKIPシティまたは西川口税
務署
勤務内容 ①PC操作補助・会場案内
②データ入力・書類整理など
時給 ①1，020円 ②900円 ※申込方
法など詳しくは下記へお問い合わせく
ださい
■問西川口税務署�253‐4977
（内線213）

講座・教室

子育て講演会
■時12月7日（木）、午前10時30分～11時
45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
■内講演：「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（託児あり、15人）
■申11月20日（月）午前10時～電話または
直接下記へ ※費用無料
■問戸田公園駅前子育て広場�420‐9741

女性向け就職支援セミナー
■時12月18日（月）、午前9時30分～正午
■所市役所5階大会議室A
■内家庭と仕事の両立について

■対■定市内外の女性求職者、20人 ※託
児あり（1歳～未就学、4人まで）
■申住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、託児希望者は子の氏名（ふりが
な）、年齢、性別も記入して電子メー
ル（keizai@city.toda.saitama.jp）ま
たは電話で ※費用無料、申込順。託
児は実施日の7日前まで
■問経済政策課（内線395）

コンパル講座 お正月向け寄せ植え教室
■時12月19日（火）、午後1時30分～3時
30分
■所コンパル1階多目的ホール
■対■定市内在住・在勤者、25人
■費1，500円
■持エプロン、シャベル
■申12月1日（金）～14日（木） ※申込順、
電話可
■問笹目コミュニティセンター（コンパル）
�422‐9988

生活支援サポーター養成講座
■時12月5日（火）、午後2時～4時
■所福祉保健センター2階講習会室1
■内支え合う地域づくりのため、地域で
の困り事や何ができるのかをみんなで
考える ※受講者には生活支援サポー
ター証を配布します
■定20人
■申11月15日（水）～
■問ボランティアセンター�442‐0309

シニア（60歳以上向け）就職支援
セミナー＆個別就職相談会
■時12月21日（木）、セミナー：午前10時
～正午、個別就職相談会：正午～午後
1時 ※一人当たり約30分
■所朝霞市産業文化センター
■定セミナー：50人、個別就職相談会：
6人 ※先着順
■申電話で
■問県セカンドキャリアセンター�048‐
780‐2034
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