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【市民大学認定講座】戸田ヶ原・野の草花講座

～みんなで学び、育てる戸田ヶ原野草園～
■時10月25日（木）、午前9時30分～正午 ※雨天決行。集合：彩湖・道満
グリーンパーク管理事務所
■内チョウジソウやフジバカマなどの「野の草花」について学び、生育して
いる場所や戸田ヶ原野草園などを巡る ※費用無料。受講者には「野の
草花」の種を進呈。希望者を対象に11月に植え付けを行います（予定）
■定20人
■持筆記用具、歩きやすい服装、飲み物など
■申10月19日（金）午後5時までに電話で
■問みどり公園課（内線323）

【市民大学認定講座】防犯講習会
■時10月27日（土）、午前9時30分～11時30分
■所文化会館301会議室
■内市内の犯罪情勢、被害に遭わないための方法など
■対■定市内在住・在勤・在学者、60人 ※費用無料。申込順
■申10月17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（kurashi110＠city.toda.saitama.jp）で
■問防犯くらし交通課（内線370）

図書館本館の休館に伴い臨時自習室
を開設します
図書館本館は大規模な設備改修工事のため休
館しています。臨時自習室をご利用ください。
■時10月13日（土）、14日（日）、11月23日（祝・
金）～25日（日）、平成31年2月23日（土）、24
日（日）、午前9時～午後6時 ※平成31年度
の日程は別途お知らせします
■所芦原小学校生涯学習施設1階集会室
■対■定市内在住・在学の中学生、30人程度
利用方法 生涯学習施設入口（校庭側）で生徒
手帳を提示してください。空いている席を1
人1席利用できます。 ※臨時自習室は新曽
福祉センターと西部福祉センターでも開設し
ています。詳しくは下記ホームページをご覧
ください
■問図書館�442‐2802

10月1日から戸田公園駅前行政センターで
証明書の自動交付サービスを開始します
窓口での待合時間や申請書の記載が不要で、
操作は簡単です。利用には市役所市民課前自
動交付サービスと同様、マイナンバーカード
が必要です。この機会にぜひマイナンバーカ
ードをつくり、証明書の自動交付サービスを
ご利用ください。 ※詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください
■問戸田公園駅前出張所�420‐9734

市美術展覧会「市展」
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部
門からなる多彩な作品を展示します。今年は
ぜひ、「市展」で芸術の秋を堪能してみません
か。
■時9月30日（日）～10月8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階各会議室 ※入
場無料
■問文化スポーツ課（内線368）

妊娠を希望する場合は、風しん抗体検査（無料）を
現在、風しんが流行の兆しを見せています。
抗体を持たないまたは低い抗体価の妊娠前半
期の女性が風しんにかかると、心疾患や白内
障、難聴など「先天性風しん症候群」の子が生
まれることがあります。県では、無料で抗体
検査を実施しています。検査は市内34医療機
関で受けられます。
■対16～49歳の妊娠を希望する女性とその配偶
者、抗体価が低い妊婦の配偶者 ※事実婚含む
■問県保健医療政策課�048‐830‐3557

写真補正中
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マンション管理相談
■時10月3日（水）、午後1時～3時 ※相
談時間は60分
■所市役所3階相談室
■内管理組合運営・建物設備の維持管理
など
■申10月2日（火）午後3時までに電話ま
たは直接下記へ ※申込順。2組まで
■問防犯くらし交通課（内線270）

蕨戸田衛生センターのごみ処理施設
およびし尿処理施設の長寿命化計画
における「生活環境影響調査」結果
公告・縦覧期間 10月1日（月）～31日（水）
意見書提出期間 11月1日（木）～14日（水）
公告・縦覧場所 環境課および下記
■問蕨戸田衛生センター組合�421‐2800

リサイクル自転車販売
■時10月7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
録料600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

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9月18日（火）～10月2日（火）、午前
8時30分～午後5時15分 ※土・日曜
日、祝日を除く
■所市役所3階都市計画課
■問都市計画課（内線324）

求人企業合同面接会
■時10月10日（水）、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31年3月大学・短大・専門学校
卒業見込みの人または3年以内既卒の
人 ※入退場自由。履歴書は複数枚お
持ちください
■問県雇用対策協議会�048‐647‐4185

ラグビーワールドカップ2019™
チケット一般抽選販売
申込期間 9月19日（水）～11月12日（月）
抽選結果発表 11月26日（月）
※申し込みにはチケットIDの登録が
必要です。詳しくは公式チケットサイ
トをご覧ください
■問県ラグビーワールドカップ2019大会課
�048‐830‐6870

自衛隊記念日観閲式
9月下旬から自衛隊記念日観閲式の訓
練および予行を開始するため、航空機
の飛行などで大きな音が生じることが
あります。航空機の編隊飛行予定は、
下記ホームページをご覧ください。
◆観閲式
■時10月14日（日）、午前10時30分～午後
5時
■所陸上自衛隊朝霞訓練場
■問陸上自衛隊 東部方面総監部
�048‐460‐1711

遺言や大切な契約には公正証書
をご利用ください
遺言や大切な契約を公正証書にしてお
くことで、権利の争いを防ぎ、あなた
の財産を守ります。公証相談は無料で
す。お気軽にご相談ください。
■問川口公証役場�048‐223‐0911

目の無料検診
■時10月7日（日）、午前10時～正午、午
後1時～2時
■所市商工会館3階
■対■定市民、100人 ※当日先着順
■問戸田ライオンズクラブ 小山�090‐
2665‐1802

イベント

だるまの絵付け体験ワークショップ
■時11月10日（土）、午前10時～正午 ※受
付：午前9時30分～
■所新曽南多世代交流館
■内歴史を学びながら白地のだるまに絵
付けをし、新年の願掛けをする
■対■定65歳以上の市民、30人 ※申込順
■費1，000円（材料費、保険代など） ※申
込期間内に要支払
■申10月2日（火）午前10時～23日（火）午
後7時
■問新曽南多世代交流館（さくらパル）
�229‐1061

北足立郡市町人権フェスティバル
■時10月5日（金）、午前10時45分～午後
3時30分
■所草加市文化会館 ※入場無料
■内オープニングイベント、講演「名作
映画に描かれた人権問題～登場人物の
生き方に学ぶ～」、各市町団体の物産
展示・販売など
■問庶務課（内線393）

市民カローリング大会
■時10月8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
■対小学生以上 ※原則3人1組
■持室内履き ※費用無料
■問レクリエーション協会事務局 牧野
�090‐2933‐7684

募集

戸田第二小学校の調理パート
募集人数 1人 ※経験資格不問
■内給食調理の補助
勤務日時 週5日、午前9時～午後3
時（うち休憩1時間）
賃金 時給960円
■問学校給食課�442‐5065

花と緑のまちづくりコンクール
表彰部門 団体、学校、幼稚園、保育
園、企業、個人の部門毎に戸田市賞・
戸田市教育委員会賞・優秀賞などが授
与されます
応募用紙 市役所3階みどり公園課窓
口で配布
■申9月30日（日）までに昨年秋～今年夏
の花や緑の写真（2枚）と応募用紙を下
記（〒335‐0031戸田市美女木1156‐4
エコス内戸田市花と緑のまちづくりコ
ンクール宛て）へ
■問花と緑のまちづくり実行委員会 大山
�090‐2767‐3478

上戸田地域交流センター パート
募集人数 若干名
■内同センター・図書館およびカフェで
の各種業務
勤務時間 午前8時30分～午後5時30
分、午後0時45分～9時45分 ※シフ
ト制
賃金 時給970円 ※各種手当あり
■問上戸田地域交流センター（あいパル）
�229‐3133
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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
※詳しくはお問い合わせください
■申10月5日（金）まで
■問県環境政策課�048‐830‐3019

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：11月30日（金）、2次募集：
平成31年2月14日（木） ※1次募集で
定員に達した場合、2次募集はしません
■内あん摩・マッサージ・指圧、はり、
きゅうの技能を習得する
■対両眼の矯正視力がおおむね0．3未満
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であると判
断できる人など ※身体障害者手帳未
取得を含む
■問県立特別支援学校塙保己一学園
�049‐231‐2121

福祉サービス利用援助事業生活支援員
募集人数 1人
資格 ①社会保険に加入できる人②ワ
ード、エクセルを使って簡単な入力が
できる人③車の運転ができる人
■内福祉サービス利用援助の生活支援員
業務など
雇用期間 11月1日～平成31年3月31
日 ※勤務成績により更新あり
勤務日 月～金曜日 ※原則週5日。
年末年始、祝日は除く
勤務時間 午前9時～午後4時（うち

休憩1時間）
勤務場所 福祉保健センター
賃金 時給910円
選考 書類および面接審査
■申10月10日（水）午後5時15分までに写
真を貼付した履歴書を下記へ ※郵送
不可
■問社会福祉協議会�442‐0309

講座・教室

就職・起業支援セミナー
①就職支援セミナー
■時10月15日（月）、午前9時30分～正午
■所市役所5階大会議室A
■内就活の進め方と自己分析を学ぶ
■対■定市内外の求職者、20人
②起業支援セミナー
■時10月3日（水）、午後7時～8時30分
■所起業支援センター会議室
■内新規顧客開拓ツールとしてのチラシ
活用術
■対■定起業に関心のある人、起業後間も
ない人、20人

■申希望のセミナー名、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（keizai@city.toda.
saitama.jp）または電話で ※費用無
料。申込順
■問経済政策課①（内線397）②（内線395）

シニア起業入門セミナー
■時10月20日（土）、午後1時30分～4時

30分
■所大宮ソニックシティビル棟4階市民
ホール
■内講演（ライフネット生命保険（株）創

で ぐちはるあき

業者 出口治明さんの、起業を通じた
ライフプランセミナー）ほか
■対■定おおむね50歳以上の人、300人
※費用無料。申込順
■申10月16日（火）までに「埼玉シニア起
業入門セミナー」ホームページまたは
電話で
■問埼玉新聞社�048‐795‐9932

はつらつお母さんの勉強室
とき 内容 講師

10／5
（金）

生きる力の根っ
こを育む～生涯
のいしずえを
「遊ぶ」が築く～

日本冒険遊び場づくり協会
あま の ひであき

評議員 天野秀昭さん

10／11
（木）

子どもの未来に
つながる食卓

管理栄養士
いし だ み え

石田美枝さん

10／23
（火）

ちゃんと泣ける
子に育てよう

東京学芸大学教授
おお か わら み い

大河原美以さん

※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
■対子どもの発育に関心のある人 ※託
児なし。10月1日時点で6カ月未満の
乳児の同室可。要連絡
■費1講座につき700円
■申各講座前日の午後1時までに、講座
名、氏名（ふりがな）、電話番号、広報
を見て応募の旨を記入し、電子メール
（haturatutoda@yahoo.co.jp）で
■問はつらつお母さんの勉強室事務局
稲垣�090‐1570‐5748（午前9時～正午）

※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・在学以外の人も参加可。当日受付の講座を
パ ル ダ イ ス

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

情
報
ガ
イ
ド

お
知
ら
せ

情
報
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

情
報
ガ
イ
ド

募
集

情
報
ガ
イ
ド

講
座
・
教
室

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

メンズクッキング 10／21（日）、
10：00～13：00 簡単でおいしい料理を学ぶ 市内在住の男性、10人 1，600円

（教材費・保険代含む）

9／20（木）～
※申込順、電話可

はじめてさんの
パンづくり

10／29（月）、
10：00～13：00

パンづくりの基本を学び、講師手
製のパンを試食する 市民、8人 2，030円

（教材費・保険代含む）

「親子で楽しむ
プログラミング体験」

ス ク ラ ッ チ
～Scratchで簡単なゲー
ムを作ってみよう～

10／21（日）、
①10：30～12：00
②13：30～15：00

プログラミングソフトを使い、簡
単なゲームをつくりながら基本を
学ぶ

①小学3年生以上の親
子、10組

ス ク ラ ッ チ
②Scratch使用経験の
ある小学3年生～中学
生（保護者同伴可）、10人

各1，000円

親子で
アイシングクッキー教室
「ハロウィン編」①②

10／20（土）、
①10：00～12：00
②13：00～15：00

講師が焼いたクッキーに、アイシ
ングクリームで絵や文字などを描
く

幼稚園児以上の親子、
各10組

各1，500円
（教材費含む）

つくって食べよう！
お喜楽食堂

10／18（木）、
10：30～13：30

体に優しい簡単な家庭料理をつくっ
て食べて、楽しくおしゃべりする

おおむね60歳以上、22
人 500円

リフレッシュヨガ
11／5、12、26、12／3、
10の月曜日（全5回）、
11：00～12：15

初心者向けの無理をしないポーズ
でゆったりと呼吸をし、体と心を
リフレッシュする

市民、20人 2，650円
（保険代含む）

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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戸田中央総合病院 市民公開講座
■時10月6日（土）、午後2時～3時 ※受
付：午後1時30分～
■所戸田中央看護専門学校2階講堂
■内乳がんは痛くない～だからこそ大切
な「乳がん検診」～

こ が

■講戸田中央総合病院乳腺外科 古賀
ゆ き こ

祐季子さん
■定150人 ※費用無料
■持筆記用具
■申電話または電子メール（toda‐kikak
u@chuobyoin.or.jp）で
■問戸田中央総合病院総務課�442‐1393

身体障害者サロン 料理教室
■時10月19日（金）、11月16日（金）（全2
回）、午前10時～正午
■所障害者福祉会館2階料理実習室
■対■定身体障害者、15人
■費1回500円（材料費） ※1回のみの
参加も可
■申9月15日（土）～FAX（441‐5031）ま
たは電話で ※申込順。手話通訳、要
約筆記が必要な人は事前にお知らせく
ださい
■問心身障害者福祉センター�445‐1828

初心者対象 登山教室
◆机上講習
■時10月3日、17日、11月7日の水曜日、
午後7時～9時
■所新曽福祉センター
◆実地山行
■時10月21日（日）、11月11日（日）
■所関東近郊の山

■費2，500円（資料代、保険代など）※交
通費は各自負担
■問彩・岳悠会 笠原�090‐1600‐7483

いきいきタウンとだ 家族介護教室
■時9月27日（木）、午前10時～正午
■所いきいきタウンとだ（戸田市喜沢南2‐
5‐23）
■内認知症を理解し予防しよう
■対■定高齢者を介護している人、介護に

関心のある人、15人
■申9月26日（水）まで ※費用無料
■問いきいきタウンとだ�432‐1500

マンション管理セミナー・相談会
■時9月22日（土）、午後1時30分～4時
30分
■所東部福祉センター中会議室 ※来客
用駐車場あり
■内高齢化する管理組合の運営と外部専
門家の活用について
■対■定マンション管理組合役員、居住者、
20人 ※申込順。相談会は4組まで
■問県マンション管理士会事務局
�048‐711‐9925

車椅子ダンスボランティア入門講座
■時9月30日、10月14日、21日、28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
■所障害者福祉会館3階軽体育室
■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FAX（441‐5031）、直接または電話で
下記へ ※申込順
■問心身障害者福祉センター（障害者福
祉会館内）�445‐1828

スポーツセンター体育の日記念事業
「YONEX バドミントン講習会」
■時10月20日（土）、午前9時30分～正午
■所スポーツセンター第1競技場
■対■定中学生以上の市民、50人
■費1，000円（保険代など） ※当日集金
■持ラケット、室内履き、飲み物、タオ
ルなど
■申往復はがきの往信欄に住所、氏名、
年齢、電話番号を記入して下記へ ※応
募多数は抽選
■問スポーツセンター�443‐3523

国際ボランティア研修会～おもてなしの英語～
■時10月21日（日）、午後2時～4時
■所新曽南多世代交流館2階会議室
■講柏崎地域国際化協会事務局長

し みず ゆ み こ

清水由美子さん
■対■定多文化共生ボランティア登録者ま

たは興味がある人、30人
■申10月14日（日）まで ※費用無料。申
込順
■問国際交流協会�434‐5690

ひとり親のためのパソコン教室
■時11月3日（祝・土）、4日（日）（全2回）、
午前10時～午後4時
■所With Youさいたま
■内選べるワード・エクセル講座
■対■定ひとり親家庭の親または寡婦、25
人 ※応募多数は抽選。未就学児の託
児あり
■費800円（教材費）
■申10月23日（火）までに、住所、氏名、
年齢、電話番号、「第5回パソコン教
室」、託児希望者は「託児希望」と記入
し、電子メール（info@saiboren.or.jp）で
■問県母子寡婦福祉連合会�048‐822‐
1951

健康ボウリング教室
コース名 とき 費用

①月曜昼 10／15～11／19の月曜日、
13：00～15：30

1，500円
（6回分）

②水曜夕方 10／17～11／21の水曜日、
15：30～18：00

③水曜夜 10／17～11／21の水曜日、
19：00～21：30

④木曜午前 10／18～11／22の木曜日、
9：45～12：15

※各コース1回約2時間30分
■所浦和スプリングレーンズ（さいたま市
南区鹿手袋1‐1‐1）
■問さいたま市健康ボウリング協会 星野
�080‐6674‐8028

■申○電話可：午前10時～午後5時に新曽公民館へ
※第2・4・5月曜日を除く（ただし、祝日は受付可）
○講座中に撮影する写真は、公的な活動報告や市および市教育委員会の広
報活動に使用します

問い合わせ
新曽公民館（新曽福祉センター）
�445‐1811 〒335‐0021 戸田市大字新曽1395
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公民館の講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

新
曽 人権教育研修会 10／10（水）、12：00～13：00 DVD「あした咲く」を視聴し、人

権について考える 市民、40人 無料 9／25（火）～当日
※電話可、申込順

3ページ[講座・教室]より続き
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