
12

償却資産申告
1月1日の時点で、事業用の償却資産（構築物、
機械、備品、テナントが設置した内装設備など）
を市内に所有する人は、固定資産税の算定の
ため、該当する資産の申告が必要です。
申告期限 1月31日（金）

 税務課（内線 281）

戸田人材の森
（戸田生涯学習人材バンク）
市民の皆さんのグループや団体が行う学習活動
に専門的な技術・技能などを持つ人を講師とし
て派遣する人材バンク事業を実施しています。
趣味や音楽、スポーツなど子どもから大人まで
学べる多彩な内容となっており、レクリエーシ
ョン活動や子どもの保護者の集まりなどでも利
用されています。詳しくは市ホームページや冊
子をご覧ください。

 生涯学習課（内線308）

市保養所「白田の湯」
4月29日（祝・水）～5月5日（祝・火）の利用（2
泊まで）は、専用の申込用紙で受け付けの上、
抽選で決定します。
申込用紙の配布期間 2月3日（月）～17日（月）
配布場所 市内公共施設ほか
申込 2月17日（月）必着　※インターネットか
らも申し込み可

 保養所予約窓口（防犯くらし交通課内）　
433-2213

生産緑地地区の変更
令和元年 12月26日付けで戸田都市計画生産
緑地地区（第9号生産緑地地区）を変更しまし
た。この変更に関して図書の縦覧を行っていま
す。
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線392）

多子世帯応援クーポン配布
多子世帯の子育て負担の軽減を図ることを目的
に、県の「3キュー子育てチケット」（5万円分）
に市が3万円分のチケットを上乗せして配布し
ます。平成31年4月～令和元年 12月生まれの
子どものいる対象世帯は、3月31日（火）が申
請期限となりますので、お早めにお申し込みく
ださい。
対象 平成31年4月1日以降に第3子以降の子
が生まれた世帯　※第 1子、第2子とも、18歳
未満で養育している場合に限る
金額 8万円分（県：5万円分、市：3万円分）
申請 スマートフォンまたはパソコンで　※詳し
くは市ホームページをご覧ください

申請期限 出生年の翌年3月31日まで
 こども家庭課（内線462）

コミュニティバスの南西循環の
時刻表およびルートの変更
変更日 1月16日（木）始発～（予定）
廃止停留所 南西循環⑫上戸田南保育園
新規停留所 南西循環⑫大前橋（戸田市南町8-5
付近）
時刻表の改正 午後4時台の運行を追加し、午
後5時台と最終（午後6時台）の時刻が 10分
繰り下げになります

 防犯くらし交通課（内線 286）

【例】
現行 変更後

15：00台 00
16：00台 00
17：00台 10
18：00台 10

15：00台 00
16：00台 休
17：00台 00
18：00台 00

就学援助・新入学児童生徒学用品費
（小・中学新1年生）入学前支給
経済的な理由により学用品費や給食費などの
支払いが困難な世帯に対して、新入学学用品費
を入学前の2月末に支給します。
対象 市内在住で、4月から市内小・中学校の新
1年生になる子がおり、経済的な事情で就学が
困難な家庭、または2月1日現在、戸田市で就
学援助（準要保護）の適用を受けている小学6
年生の保護者　※他自治体ですでに受給して
いる人は対象外
申込 1月8日（水）から市内小学校および下記
で配布する申請書を1月31日（金）までに入学
予定または通学している学校、または下記へ　
※郵送不可。すでに援助を受けている小学6
年生は手続き不要

 学務課（内線310）

文化財防火デー・文化財保護訓練
とき 1月24日（金）、午前9時30分～ 1 1時
ところ 妙顕寺境内（戸田市新曽2438番地）
内容 初期消火訓練、文化財搬出訓練、一斉放
水訓練など　※天候により中止の場合あり

 郷土博物館　443-5600

2020年農林業センサス
農林業センサスは、農林業の実態を明らかにす

ることを目的とし、統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。国や都道府県、市区町村
はもちろん各方面にわたり、広く利用できる総
合的な統計資料として活用されます。1月中旬か
ら調査員が訪問しますので、聞き取りや調査票
への回答にご協力ください。パソコンを使った
オンライン回答が可能です。是非ご活用ください。
対象 農林業関係者
調査時点　2月1日（土）

 情報政策統計課　229-3478

ＨＩＶ・梅毒即日検査
とき 1月19日（日）、午後0時30分～3時
ところ さいゆうヴィレッジ3階レンタルスペース
内容 ＨＩＶと梅毒の即日検査

 県健康づくり事業団　0493-81-6029　
※平日午前9時～午後5時

エンディングノート配付中
人生のよりよい終わりのため、もしものときに
備えて、葬儀やお墓、財産相続などの準備を予
めしておくことを総称して終活といいます。市
では、希望者にエンディングノートを無料で配
付し、終活を支援しています。
配布場所 下記、各地域包括支援センター

 長寿介護課（内線 292）

羽田空港機能強化住民説明会
飛行ルートの見直しに伴い、飛行経路となる近
隣市で説明会を開催します。
【蕨市】
とき ① 1月9日（木）、午後 2時～ 5時② 1月10
日（金）、午後5時～ 8時③ 1月11日（土）、午
後 2時～ 5時
ところ イトーヨーカドー錦町店 1階行政コーナー
【さいたま市】
とき ① 1月19日（日）、午後 2時～ 5時② 1月
20日（月）、午後 2時～ 5時③ 1月21日（火）、
午後5時～ 8時
ところ サウスピア 1階多目的室

 国土交通省特設電話窓口　0570-001-160
※IP電話からは03-5908-2420、12月30日
～ 1月3日を除く平日午前9時30分～午後 7時

労働保険料納期
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第3期分
の納期限は 1月31日（金）です。
手続きについては、厚生労働省または埼玉労
働局のホームページをご覧ください。

 県労働局労働保険徴収課　048-600-6203

国民年金は20歳から
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国
民年金加入のお知らせ」や納付書が届き、後日
年金手帳が送付されます。老後や、病気・けが
などで障害を負ったときに年金を受け取るため、
保険料を納めましょう。なお、学生などの理由
により保険料の納付が困難な場合は納付書に

お 知 ら せ
市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！

同封されている免除申請書をご提出ください。
申込 保険年金課（内線 213、214）

ダイオキシン類濃度の測定結果
ダイオキシン類調査結果一覧表（単位 :ng-TEQ/N㎥）

調査した
焼却炉 調査結果

蕨戸田衛生
センターに
適用される
基準値

測定結果
（平成
30年度）

3炉平均 0.093

法規制
基準値5
以下測定結果

（令和
元年度）

A号炉 0.1 1

B号炉 0.034

C号炉 0.14

3炉平均 0.095

・1ng（ナノグラム）→10億分の 1グラム
・TEQ→毒性等価換算濃度の略、いろいろな
ダイオキシン類を最も毒性の強いダイオキシン
に換算して表した濃度
・N㎥（ノルマル立方メートル）→0℃、1気圧の
標準状態における気体の単位

 蕨戸田衛生センター組合施設課　421-2802

リサイクルフラワーセンター運営
委託に係る公募型プロポーザル
申込 1月14日（火）～20日（月）　※土・日曜日
を除く。詳しくはホームページをご覧ください

 蕨戸田衛生センター組合　421-2800

宝くじの助成金を受けて整備しました
内容 市少年少女消防クラブ防災訓練用備品
（放送設備一式、救急教育訓練用資機材一式）
の整備

 消防本部予防課　420-2125

特定最低賃金改正
12月1日から、非鉄金属製造業、電子部品等
製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器
具等製造業、自動車小売業の最低賃金の時間
額が改正されました。詳しくは下記へお問い合
わせください。

 県労働局労働基準部賃金室　048-600-6205

体操選手教室実技審査（セレクション）
4月からのスポーツ教室のうち、以下のコース
は、実技審査合格者のみ受講できます。
内容 体操女子選手養成コース・体操男子選手
養成コース・器械運動男女週 2回コースセレク
ション
とき 2月2日（日）、午前9時30分～
ところ スポーツセンター 4階第2競技場
対象 〈体操女子選手養成コース〉新幼稚園年
中～新小学4年生女子、〈体操男子選手養成コ
ース〉新小学 1年生～新小学4年生男子、〈器
械運動男女週 2回コース〉新幼稚園年中～新小
学2年生男女
費用 1,000円 （審査料630円、保険料370円） 
※当日徴収
持ち物 動きやすい服装
申込 1月10日（金）午前9時～ 1月24日（金）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」で

 スポーツセンター　443-3523
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仮申込も可
 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館）
　445-1828　

身体障害者対象講座「パンづくり」
とき 2月7日（金）、14日（金）（全2回）、午前
10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉
会館）2階料理実習室
対象・定員 身体障害者、15人
費用 1回500円（材料費）
申込 1月4日（土）～　※申込順、電話、FAX
（441-5031）可。手話通訳や要約筆記は要事
前連絡

 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館）
　 445-1828　

一緒に楽しもう！～親子で英会話～
とき 2月8日（土）、①午後 2時～2時45分②
午後3時～3時50分
ところ 新曽南多世代交流館2階会議室
講師 ヴァーミー ロンジー デウスさん
対象・定員 ①未就学児（3歳～）②小学1～ 3年
生、各クラス30人、1人の参加も可 ※費用無料
申込 2月2日（日）まで

 国際交流協会　434-5690　※月曜日、祝
日は休み

地域包括・福祉センター連携事業
「もっとずっと元気教室」
フレイルを予防して、健康寿命を延ばしましょう。
とき ①2月18日②25日③3月3日の火曜日（全
3回）、午前 10時～ 11時30分
ところ 新曽福祉センター 2階講習会室
内容 ①運動 ｢しっかり動いて｣ ②口腔ケア、栄
養 ｢しっかり食べて｣ ③社会参加 ｢みんなで楽
しく元気に｣
対象・定員 65歳以上の市民、20人
申込 1月7日（火）～31日（金）に下記へ　※費
用無料。申込順

 新曽地域包括支援センター　446-6767

健康情報ステーションフレイル
予防講座
とき 1月28日（火）、午前 10時～ 11時
ところ 上戸田地域交流センター 2階高齢者サ
ロン（健康情報ステーション前）
内容 保健師による講話、フレイルチェック、握
力測定、血圧測定など
対象 市民　※費用無料

 福祉保健センター成人保健担当 446-6453

親子で始めよう！ 親子入門囲碁教室
とき 2月2日（日）、①午後1時～2時20分②
午後 2時50分～ 4時 10分
ところ 文化会館3階301会議室
講師 吉

よし

原
はら

由
ゆ

香
か

里
り

さん
対象・定員 市内在住の小学生とその保護者、
各回20組程度　※1組3人まで。①②両方は
不可
申込 1月15日（水）～電話で　※費用無料。申
込順。詳しくは次記ホームページをご覧ください

 文化スポーツ課（内線368）

バドミントン合同練習会・バドミ
ントン教室
とき 2月1日（土）、午前9時～午後4時
ところ スポーツセンター
対象 中学生以上、50人　※市民優先
費用 一般 1,000円、中高生500円
申込 電子メール（todabad111@yahoo.co.jp）
で ※詳しくは右記ホームページをご覧ください

 市バドミントン連盟事務局　石田　080-
6606-4279

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月29日（水）、30日（木）（全2回）、午
前 10時～午後4時
ところ 彩の国すこやかプラザ（さいたま市浦和
区針ヶ谷4-2-65）
内容 選べるワード・エクセル講座
対象・定員 ひとり親家庭の親または寡婦、20

人　※託児あり（未就学児。無料）
費用 800円（教材費）
申込 1月14日（火）必着で、往復はがきまたは
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テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期日

美笹 パソコン相談

1／9（木）、2／6（木） 
毎月第１木曜日
※1月は 1／ 2（木）が休館
日につき変更となります
 13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

下戸田

パソコン相談
1／11（土）、2／8（土）
毎月第２土曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

絵本の読み聞かせ広場
1／11（土）　毎月第２土曜日
10：30～11：30
1／28（火）　毎月第４火曜日
10：30～11：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居・簡単な工作・
折紙など（途中参加可）

幼児・小学生・
保護者 無料 当日随時受付

料理教室（パン教室） 2／ 15（土）
10：00～13：00 簡単に美味しくできるパンをつくる 市民など、16人 1,000円

（材料費、保険代）1／ 10（金）～ 1／ 31（金）

【市民大学認定講座】
パソコン講座
中級コース

2／22（土）、29（土）
9：00～16：00 ワード・エクセルの応用 市民など、16人 1,000円

（教材費） 1／ 17（金）～2／6（木）

新曽 パソコン相談
1／ 19（日）、2／ 16（日）
毎月第３日曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

公民館の講座 

申込方法
○市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・窓口のいずれかで　※申込順　○受付時間：午前９時～午後５時１５分　 ※講座申込の初日は午前１０時～。第2・4・
5の月曜日を除く（祝日は受付可） 　○電子メール：講座名・氏名（ふりがな付）・住所・年代・電話番号を記入して、各公民館あてに送信（年代：対象が幼児は年齢、小学生
は学年を記入）　○費用が必要な講座：指定された期日までに支払いがない場合、参加不可。支払期日を経過した後の返金不可　
○開催最小人数に達しない場合は中止　○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
美笹公民館（西部福祉センター）　 421-3024 misasa-kouminkan@city.toda.saitama.jp　下戸田公民館（東部福祉センター）　 443-1021 simotoda-
kouminkan@city.toda.saitama.jp　新曽公民館（新曽福祉センター）　 445-1811 niizo-kouminkan@city.toda.saitama.jp

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

わくわくサイエンスA・B
 「カメラの仕組み
ピンホールカメラとレンズカメラ」

2／9（日） 
A：13：00～14：30 
B：15：00～16：30

箱型ゴーグルをつくって外の景色
をスクリーンに映し、カメラの仕
組みを学ぶ

A：小学 1･2年生（保護者同伴）、24組 
B：小学3～ 6年生、24人 各1,030円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

はじめてさんのパンづくり 2／27（木）
10：30～13：30

パンづくりの基本を学び、パン
をつくる 市民、8人 2,050円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

パパも一緒にふれあいタイム
2／9（日）
① 10：00～12：00
② 14：00～16：00

助産師の指導によるふれあい遊
びを楽しむ 0歳児と家族、各10組 各530円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

2／4（火）・14（金）・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歳児（1カ月健診終了後～）と母親、
各日20組 各560円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

TOEIC®L&R
テスト傾向と対策

2／8・29（土） 
10：00～13：00

TOEIC®受験初心者向け。特徴
や出題傾向を知り、スコア取得
に必要な英語力を身につける

市民、各25人 各1,600円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

ペルビックストレッチＡ・Ｂ
2／5・12・19・26、3／4・
11・18・25の水曜日（全8回 ）
Ａ：10：30～11：45 
Ｂ：13：30～14：45

骨盤を中心に全身を整え、しな
やかな体をつくる

Ａ：市民、32人
Ｂ：市民、20人 各5,440円 1／6（月）～

※申込順、電話可

つくって食べよう！ お喜楽食堂 2／6（木） 
10：30～13：30

体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、22人 500円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

夜のリフレッシュ＆
リラックスヨガ

2／7・14・21・28、3／6・
20・27の金曜日（全7回） 
19：20～20：30

座って体をほぐし、心身ともに軽
くする 市民、25人 4,410円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

美姿勢ボディメイク
2／ 15・22・29、3／7の土
曜日（全4回） 
15：00～16：15

美しい姿勢をつくるトレーニング
を行う 市民、20人 3,120円 1／6（月）～

※申込順、電話可

あいパルの講座

問い合わせ 上戸田地域交流センター「あいパル」　 229-3133
※申込順、電話可。希望者が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できます。講座開催の 1週間前ま
でに参加費をお支払いください。上記以外の講座は、あいパルミニコミ誌「P

パ ル ダ イ ス

ALDISE」をご覧ください

◆太極拳（入門）講座
とき 1月21日（火）、午後1時30分～ 3時
ところ 1階多目的ホール
内容 体幹を鍛えて筋力アップ
講師 生

いく
田
た
房
ふさ
さん

対象・定員 市内在住・在勤者、30人
費用 100円
持ち物 運動ができる服装、上履き、タオル、飲
み物
申込 1月5日（日）～18日（土）
◆チャリティーダンスパーティー
とき 1月26日（日）、午後1時～ 4時
ところ 1階多目的ホール

内容 ダンスを通じて社会福祉に貢献する
対象・定員 市内在住・在勤者、80人　※女性
はヒールカバー着用
費用 300円
申込 1月6日（月）～26日（日）
◆コンパル講演会＆ミニコンサート
とき 2月16日（日）、午後1時～ 3時30分
ところ 1階多目的ホール　※詳しくは2月号で
お知らせします
◆パソコン何でも相談（登録会員限定）
とき 毎週木曜日、午後2時～ 5時
費用 500円（会員登録費など）　※詳しくはお
問い合わせ下さい

ところ パソコンルーム
対象・定員 市内在住・在勤者、各7人
費用 3,000円（全3回分）
申込 1月5日（日）～ 26日（日）※申込順、電話可。希望者が１人のコースは中止

 笹目コミュニティーセンター（コンパル）　422-9988

◆パソコン講習会
コース名 とき

Excel2013基礎
住所録作成、簡単な関数を使った表計算 午後 2／5、12、19日の水曜日

14：00～ 16：00
Word2013基礎
飾り文字を使った見映えのする文章作成 夜 2／5（水）、6（木）、7（金）、

19：00～21：00
PowerPoint2013
プレゼンテーション・ソフトの基礎を学ぼう 午前 2／6、13、20日の木曜日

10：00～ 12：00 

コンパルの講座

市民大学認定講座

回 とき ところ 内容 講師

1 2／8（土）

14：00～
15：30

上戸田地域
交流センター
3階研修室

市内の学びの資源を活
用して、「自分たちが興
味を持てる・面白いと
思える学びのカタチ」を
構想するワークショップ

目白大学教授
大
おお

西
にし

律
りつ

子
こ

さん2 2／15（土）

3 3／7（土）

◆現代課題講座「デジタル通貨とブロックチェーン」
とき ところ 内容 講師

2／29（土） 14：00～ 15：30 文化会館
301会議室

デジタル通貨
の仕組みや
現金との違い

国立情報学研究所
情報社会相関研究系
准教授　岡

おか

田
だ

仁
ひと

志
し

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、90人
◆ ｢〈地域を学ぶ〉をカタチにしよう！｣

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、20人

持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている人）
申込 1月6日（月）～氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記載して、
電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）または市ホームページの申込フォー
ムで　※費用無料。申込順、電話可

 生涯学習課（戸田市民大学事務局）（内線342）

ＣＳ６

2019/12/20
16:00:51
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 市バドミントン連盟事務局　石田　080-
6606-4279

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月29日（水）、30日（木）（全2回）、午
前 10時～午後4時
ところ 彩の国すこやかプラザ（さいたま市浦和
区針ヶ谷4-2-65）
内容 選べるワード・エクセル講座
対象・定員 ひとり親家庭の親または寡婦、20

人　※託児あり（未就学児。無料）
費用 800円（教材費）
申込 1月14日（火）必着で、往復はがきまたは

電子メール（info@saiboren.or.jp）に「第6
回パソコン教室」、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、保育希望の人は「保育希望」、子の

年齢、性別を記入して下記（〒330-0074　さ
いたま市浦和区北浦和5-6-5）へ

 県母子寡婦福祉連合会　048-822-1951

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期日

美笹 パソコン相談

1／9（木）、2／6（木） 
毎月第１木曜日
※1月は 1／ 2（木）が休館
日につき変更となります
 13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

下戸田

パソコン相談
1／11（土）、2／8（土）
毎月第２土曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

絵本の読み聞かせ広場
1／11（土）　毎月第２土曜日
10：30～11：30
1／28（火）　毎月第４火曜日
10：30～11：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居・簡単な工作・
折紙など（途中参加可）

幼児・小学生・
保護者 無料 当日随時受付

料理教室（パン教室） 2／ 15（土）
10：00～13：00 簡単に美味しくできるパンをつくる 市民など、16人 1,000円

（材料費、保険代）1／ 10（金）～ 1／ 31（金）

【市民大学認定講座】
パソコン講座
中級コース

2／22（土）、29（土）
9：00～16：00 ワード・エクセルの応用 市民など、16人 1,000円

（教材費） 1／ 17（金）～2／6（木）

新曽 パソコン相談
1／ 19（日）、2／ 16（日）
毎月第３日曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

公民館の講座 

申込方法
○市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・窓口のいずれかで　※申込順　○受付時間：午前９時～午後５時１５分　 ※講座申込の初日は午前１０時～。第2・4・
5の月曜日を除く（祝日は受付可） 　○電子メール：講座名・氏名（ふりがな付）・住所・年代・電話番号を記入して、各公民館あてに送信（年代：対象が幼児は年齢、小学生
は学年を記入）　○費用が必要な講座：指定された期日までに支払いがない場合、参加不可。支払期日を経過した後の返金不可　
○開催最小人数に達しない場合は中止　○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
美笹公民館（西部福祉センター）　 421-3024 misasa-kouminkan@city.toda.saitama.jp　下戸田公民館（東部福祉センター）　 443-1021 simotoda-
kouminkan@city.toda.saitama.jp　新曽公民館（新曽福祉センター）　 445-1811 niizo-kouminkan@city.toda.saitama.jp

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

わくわくサイエンスA・B
 「カメラの仕組み
ピンホールカメラとレンズカメラ」

2／9（日） 
A：13：00～14：30 
B：15：00～16：30

箱型ゴーグルをつくって外の景色
をスクリーンに映し、カメラの仕
組みを学ぶ

A：小学 1･2年生（保護者同伴）、24組 
B：小学3～ 6年生、24人 各1,030円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

はじめてさんのパンづくり 2／27（木）
10：30～13：30

パンづくりの基本を学び、パン
をつくる 市民、8人 2,050円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

パパも一緒にふれあいタイム
2／9（日）
① 10：00～12：00
② 14：00～16：00

助産師の指導によるふれあい遊
びを楽しむ 0歳児と家族、各10組 各530円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

2／4（火）・14（金）・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歳児（1カ月健診終了後～）と母親、
各日20組 各560円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

TOEIC®L&R
テスト傾向と対策

2／8・29（土） 
10：00～13：00

TOEIC®受験初心者向け。特徴
や出題傾向を知り、スコア取得
に必要な英語力を身につける

市民、各25人 各1,600円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

ペルビックストレッチＡ・Ｂ
2／5・12・19・26、3／4・
11・18・25の水曜日（全8回 ）
Ａ：10：30～11：45 
Ｂ：13：30～14：45

骨盤を中心に全身を整え、しな
やかな体をつくる

Ａ：市民、32人
Ｂ：市民、20人 各5,440円 1／6（月）～

※申込順、電話可

つくって食べよう！ お喜楽食堂 2／6（木） 
10：30～13：30

体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、22人 500円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

夜のリフレッシュ＆
リラックスヨガ

2／7・14・21・28、3／6・
20・27の金曜日（全7回） 
19：20～20：30

座って体をほぐし、心身ともに軽
くする 市民、25人 4,410円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

美姿勢ボディメイク
2／ 15・22・29、3／7の土
曜日（全4回） 
15：00～16：15

美しい姿勢をつくるトレーニング
を行う 市民、20人 3,120円 1／6（月）～

※申込順、電話可

あいパルの講座

問い合わせ 上戸田地域交流センター「あいパル」　 229-3133
※申込順、電話可。希望者が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できます。講座開催の 1週間前ま
でに参加費をお支払いください。上記以外の講座は、あいパルミニコミ誌「P

パ ル ダ イ ス

ALDISE」をご覧ください

内容 ダンスを通じて社会福祉に貢献する
対象・定員 市内在住・在勤者、80人　※女性
はヒールカバー着用
費用 300円
申込 1月6日（月）～26日（日）
◆コンパル講演会＆ミニコンサート
とき 2月16日（日）、午後1時～ 3時30分
ところ 1階多目的ホール　※詳しくは2月号で
お知らせします
◆パソコン何でも相談（登録会員限定）
とき 毎週木曜日、午後2時～ 5時
費用 500円（会員登録費など）　※詳しくはお
問い合わせ下さい

ところ パソコンルーム
対象・定員 市内在住・在勤者、各7人
費用 3,000円（全3回分）
申込 1月5日（日）～ 26日（日）※申込順、電話可。希望者が１人のコースは中止

 笹目コミュニティーセンター（コンパル）　422-9988

コース名 とき
Excel2013基礎
住所録作成、簡単な関数を使った表計算 午後 2／5、12、19日の水曜日

14：00～ 16：00
Word2013基礎
飾り文字を使った見映えのする文章作成 夜 2／5（水）、6（木）、7（金）、

19：00～21：00
PowerPoint2013
プレゼンテーション・ソフトの基礎を学ぼう 午前 2／6、13、20日の木曜日

10：00～ 12：00 

コンパルの講座

市民大学認定講座

回 とき ところ 内容 講師

1 2／8（土）

14：00～
15：30

上戸田地域
交流センター
3階研修室

市内の学びの資源を活
用して、「自分たちが興
味を持てる・面白いと
思える学びのカタチ」を
構想するワークショップ

目白大学教授
大
おお

西
にし

律
りつ

子
こ

さん2 2／15（土）

3 3／7（土）

とき ところ 内容 講師

2／29（土） 14：00～ 15：30 文化会館
301会議室

デジタル通貨
の仕組みや
現金との違い

国立情報学研究所
情報社会相関研究系
准教授　岡

おか

田
だ

仁
ひと

志
し

さん

持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている人）
申込 1月6日（月）～氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記載して、
電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）または市ホームページの申込フォー
ムで　※費用無料。申込順、電話可

 生涯学習課（戸田市民大学事務局）（内線342）

ＣＳ６
IM2

H 297 × W 210 mm
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仮申込も可
 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館）
　445-1828　

身体障害者対象講座「パンづくり」
とき 2月7日（金）、14日（金）（全2回）、午前
10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉
会館）2階料理実習室
対象・定員 身体障害者、15人
費用 1回500円（材料費）
申込 1月4日（土）～　※申込順、電話、FAX
（441-5031）可。手話通訳や要約筆記は要事
前連絡

 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館）
　 445-1828　

一緒に楽しもう！～親子で英会話～
とき 2月8日（土）、①午後 2時～2時45分②
午後3時～3時50分
ところ 新曽南多世代交流館2階会議室
講師 ヴァーミー ロンジー デウスさん
対象・定員 ①未就学児（3歳～）②小学1～ 3年
生、各クラス30人、1人の参加も可 ※費用無料
申込 2月2日（日）まで

 国際交流協会　434-5690　※月曜日、祝
日は休み

地域包括・福祉センター連携事業
「もっとずっと元気教室」
フレイルを予防して、健康寿命を延ばしましょう。
とき ①2月18日②25日③3月3日の火曜日（全
3回）、午前 10時～ 11時30分
ところ 新曽福祉センター 2階講習会室
内容 ①運動 ｢しっかり動いて｣ ②口腔ケア、栄
養 ｢しっかり食べて｣ ③社会参加 ｢みんなで楽
しく元気に｣
対象・定員 65歳以上の市民、20人
申込 1月7日（火）～31日（金）に下記へ　※費
用無料。申込順

 新曽地域包括支援センター　446-6767

健康情報ステーションフレイル
予防講座
とき 1月28日（火）、午前 10時～ 11時
ところ 上戸田地域交流センター 2階高齢者サ
ロン（健康情報ステーション前）
内容 保健師による講話、フレイルチェック、握
力測定、血圧測定など
対象 市民　※費用無料

 福祉保健センター成人保健担当 446-6453

親子で始めよう！ 親子入門囲碁教室
とき 2月2日（日）、①午後1時～2時20分②
午後 2時50分～ 4時 10分
ところ 文化会館3階301会議室
講師 吉

よし

原
はら

由
ゆ

香
か

里
り

さん
対象・定員 市内在住の小学生とその保護者、
各回20組程度　※1組3人まで。①②両方は
不可
申込 1月15日（水）～電話で　※費用無料。申
込順。詳しくは次記ホームページをご覧ください

 文化スポーツ課（内線368）

バドミントン合同練習会・バドミ
ントン教室
とき 2月1日（土）、午前9時～午後4時
ところ スポーツセンター
対象 中学生以上、50人　※市民優先
費用 一般 1,000円、中高生500円
申込 電子メール（todabad111@yahoo.co.jp）
で ※詳しくは右記ホームページをご覧ください

 市バドミントン連盟事務局　石田　080-
6606-4279

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月29日（水）、30日（木）（全2回）、午
前 10時～午後4時
ところ 彩の国すこやかプラザ（さいたま市浦和
区針ヶ谷4-2-65）
内容 選べるワード・エクセル講座
対象・定員 ひとり親家庭の親または寡婦、20

人　※託児あり（未就学児。無料）
費用 800円（教材費）
申込 1月14日（火）必着で、往復はがきまたは

Toda City Information

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期日

美笹 パソコン相談

1／9（木）、2／6（木） 
毎月第１木曜日
※1月は 1／ 2（木）が休館
日につき変更となります
 13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

下戸田

パソコン相談
1／11（土）、2／8（土）
毎月第２土曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

絵本の読み聞かせ広場
1／11（土）　毎月第２土曜日
10：30～11：30
1／28（火）　毎月第４火曜日
10：30～11：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居・簡単な工作・
折紙など（途中参加可）

幼児・小学生・
保護者 無料 当日随時受付

料理教室（パン教室） 2／ 15（土）
10：00～13：00 簡単に美味しくできるパンをつくる 市民など、16人 1,000円

（材料費、保険代）1／ 10（金）～ 1／ 31（金）

【市民大学認定講座】
パソコン講座
中級コース

2／22（土）、29（土）
9：00～16：00 ワード・エクセルの応用 市民など、16人 1,000円

（教材費） 1／ 17（金）～2／6（木）

新曽 パソコン相談
1／ 19（日）、2／ 16（日）
毎月第３日曜日
13：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・タブレットの
基本操作などの各種ＩＴ相談 市民など 無料 当日随時受付

公民館の講座 

申込方法
○市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・窓口のいずれかで　※申込順　○受付時間：午前９時～午後５時１５分　 ※講座申込の初日は午前１０時～。第2・4・
5の月曜日を除く（祝日は受付可） 　○電子メール：講座名・氏名（ふりがな付）・住所・年代・電話番号を記入して、各公民館あてに送信（年代：対象が幼児は年齢、小学生
は学年を記入）　○費用が必要な講座：指定された期日までに支払いがない場合、参加不可。支払期日を経過した後の返金不可　
○開催最小人数に達しない場合は中止　○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
美笹公民館（西部福祉センター）　 421-3024 misasa-kouminkan@city.toda.saitama.jp　下戸田公民館（東部福祉センター）　 443-1021 simotoda-
kouminkan@city.toda.saitama.jp　新曽公民館（新曽福祉センター）　 445-1811 niizo-kouminkan@city.toda.saitama.jp

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

わくわくサイエンスA・B
 「カメラの仕組み
ピンホールカメラとレンズカメラ」

2／9（日） 
A：13：00～14：30 
B：15：00～16：30

箱型ゴーグルをつくって外の景色
をスクリーンに映し、カメラの仕
組みを学ぶ

A：小学 1･2年生（保護者同伴）、24組 
B：小学3～ 6年生、24人 各1,030円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

はじめてさんのパンづくり 2／27（木）
10：30～13：30

パンづくりの基本を学び、パン
をつくる 市民、8人 2,050円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

パパも一緒にふれあいタイム
2／9（日）
① 10：00～12：00
② 14：00～16：00

助産師の指導によるふれあい遊
びを楽しむ 0歳児と家族、各10組 各530円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

2／4（火）・14（金）・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歳児（1カ月健診終了後～）と母親、
各日20組 各560円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

TOEIC®L&R
テスト傾向と対策

2／8・29（土） 
10：00～13：00

TOEIC®受験初心者向け。特徴
や出題傾向を知り、スコア取得
に必要な英語力を身につける

市民、各25人 各1,600円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

ペルビックストレッチＡ・Ｂ
2／5・12・19・26、3／4・
11・18・25の水曜日（全8回 ）
Ａ：10：30～11：45 
Ｂ：13：30～14：45

骨盤を中心に全身を整え、しな
やかな体をつくる

Ａ：市民、32人
Ｂ：市民、20人 各5,440円 1／6（月）～

※申込順、電話可

つくって食べよう！ お喜楽食堂 2／6（木） 
10：30～13：30

体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、22人 500円 1／ 5（日）～
※申込順、電話可

夜のリフレッシュ＆
リラックスヨガ

2／7・14・21・28、3／6・
20・27の金曜日（全7回） 
19：20～20：30

座って体をほぐし、心身ともに軽
くする 市民、25人 4,410円 1／ 5（日）～

※申込順、電話可

美姿勢ボディメイク
2／ 15・22・29、3／7の土
曜日（全4回） 
15：00～16：15

美しい姿勢をつくるトレーニング
を行う 市民、20人 3,120円 1／6（月）～

※申込順、電話可

あいパルの講座

問い合わせ 上戸田地域交流センター「あいパル」　 229-3133
※申込順、電話可。希望者が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できます。講座開催の 1週間前ま
でに参加費をお支払いください。上記以外の講座は、あいパルミニコミ誌「P

パ ル ダ イ ス

ALDISE」をご覧ください

◆太極拳（入門）講座
とき 1月21日（火）、午後1時30分～ 3時
ところ 1階多目的ホール
内容 体幹を鍛えて筋力アップ
講師 生

いく
田
た
房
ふさ
さん

対象・定員 市内在住・在勤者、30人
費用 100円
持ち物 運動ができる服装、上履き、タオル、飲
み物
申込 1月5日（日）～18日（土）
◆チャリティーダンスパーティー
とき 1月26日（日）、午後1時～ 4時
ところ 1階多目的ホール

内容 ダンスを通じて社会福祉に貢献する
対象・定員 市内在住・在勤者、80人　※女性
はヒールカバー着用
費用 300円
申込 1月6日（月）～26日（日）
◆コンパル講演会＆ミニコンサート
とき 2月16日（日）、午後1時～ 3時30分
ところ 1階多目的ホール　※詳しくは2月号で
お知らせします
◆パソコン何でも相談（登録会員限定）
とき 毎週木曜日、午後2時～ 5時
費用 500円（会員登録費など）　※詳しくはお
問い合わせ下さい

ところ パソコンルーム
対象・定員 市内在住・在勤者、各7人
費用 3,000円（全3回分）
申込 1月5日（日）～ 26日（日）※申込順、電話可。希望者が１人のコースは中止

 笹目コミュニティーセンター（コンパル）　422-9988

◆パソコン講習会
コース名 とき

Excel2013基礎
住所録作成、簡単な関数を使った表計算 午後 2／5、12、19日の水曜日

14：00～ 16：00
Word2013基礎
飾り文字を使った見映えのする文章作成 夜 2／5（水）、6（木）、7（金）、

19：00～21：00
PowerPoint2013
プレゼンテーション・ソフトの基礎を学ぼう 午前 2／6、13、20日の木曜日

10：00～ 12：00 

コンパルの講座

市民大学認定講座

回 とき ところ 内容 講師

1 2／8（土）

14：00～
15：30

上戸田地域
交流センター
3階研修室

市内の学びの資源を活
用して、「自分たちが興
味を持てる・面白いと
思える学びのカタチ」を
構想するワークショップ

目白大学教授
大
おお

西
にし

律
りつ

子
こ

さん2 2／15（土）

3 3／7（土）

◆現代課題講座「デジタル通貨とブロックチェーン」
とき ところ 内容 講師

2／29（土） 14：00～ 15：30 文化会館
301会議室

デジタル通貨
の仕組みや
現金との違い

国立情報学研究所
情報社会相関研究系
准教授　岡

おか

田
だ

仁
ひと

志
し

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、90人
◆ ｢〈地域を学ぶ〉をカタチにしよう！｣

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、20人

持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている人）
申込 1月6日（月）～氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記載して、
電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）または市ホームページの申込フォー
ムで　※費用無料。申込順、電話可

 生涯学習課（戸田市民大学事務局）（内線342）

ＣＳ６
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募集人数 25人程度　※学校の教育活動に理
解がある人
職種 特別支援学級補助員、肢体不自由児支援
員、教育支援員
任用期間 ①4月7日～ 7月20日②8月25日～
12月24日③令和3年 1月8日～3月26日　
※①～③全ての期間勤務となります
勤務時間 週5日、1日5時間程度
賃金 時給 1,210円（予定） ※通勤手当支給あり
（予定）
申込 1月9日（木）までに写真を貼った履歴書、
84円切手を貼り返信用の宛名を記入した定型
封筒2通を下記へ持参　※郵送不可。1月23日
（木）～28日（火）の間に面接あり

 学務課（内線303）

スクール・サポート・スタッフ
募集人数 2人程度　※学校教育に理解がある人
内容 市内の小・中学校教頭の仕事のサポート
任用期間 ①4月7日～ 7月20日②8月25日～
12月24日③令和3年 1月8日～3月26日　
※①～③全ての期間勤務となります
勤務時間 週5日、1日5時間程度
賃金 時給980円（予定）　※通勤手当支給あり
（予定）
申込 1月9日（木）までに写真を貼った履歴書、
84円切手を貼り返信用の宛名を記入した定型
封筒2通を下記へ持参　※郵送不可。資料提
出時に面接あり

 学務課（内線375）

美女木小学校調理パート
募集人数 若干名　※経験資格不問
内容 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980円

 学校給食課　442-5065

パラリンピック聖火ランナー
募集人数 29人
資格 平成20年4月1日以前に生まれ、県にゆ
かりがあり、自分の意思で火を安全に運ぶこと
ができる人　※国籍・性別・障がいの有無は不
問。介添えスタッフのサポートは必要に応じて
可
申込 2月15日（土）までに下記ホームページで
※土・日曜日、祝日、12月28日～ 1月5日を除
く午前9時～午後6時

 県聖火ランナー募集コール
センター　048-825-1130

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
内容 施設清掃業務　※制服貸与
勤務時間 ①午前8時～11時45分②午後1時
～ 4時30分　※①②のシフト制
勤務地 上戸田地域交流センター（あいパル）
賃金 時給 1,020円　※交通費規定内支給（当
社規定による）

 上戸田地域交流センター　高橋　229-3133

件により更新可
勤務日時 週5日、午前8時45分～午後5時
30分 ※シフト制、土・日曜日の勤務あり、月
曜日定休、海外出張あり
賃金 月額 170,100円　※各種手当あり
選考 書類選考および面接
申込 1月24日（金）までに履歴書を下記へ
※郵送不可

 国際交流協会　434-5690

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

とき ところ

入会説明会

2／15（土）
10：00～11：30

ボランティア・
市民活動
支援センター

2／29（土）
10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

2／17（月）
9：30～12：30
2／25（火）
9：30～12：10

申込 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

 とだファミリー・サポート・センター事務局　
433-2244

講 室座 ・ 教
市民講座
とき 2月9日（日）、午前9時45分～ 11時30分
ところ 市民医療センター 1階外来待合室
内容 認知症講座「『共生と予防』をめざして」、
リハビリ「頭と体を動かして認知症を予防し
よう」
対象・定員 認知症・リハビリなどに興味がある
人、30人程度
申込 1月14日（火）～電話で　※費用無料。申
込順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

小児救急市民講座
とき 1月25日（土）、午前 10時～正午
ところ 市民医療センター 1階家族介護教室
内容 子どもの病気や救急時の対応など
対象・定員 子の保護者　※乳幼児、幼稚園、
保育園の先生も参加可。20組（託児は定員10
人。生後6カ月～未就学児まで）
申込 1月6日（月）～電話で　※費用無料。申込
順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

企業人権セミナー
とき 1月31日（金）、午後2時～4時
ところ 市役所5階大会議室Ａ・Ｂ
内容 職場でのハラスメントと人権～誰もが働き
やすい職場環境を目指して～
講師 野

の

澤
ざわ

直
なお

子
こ

さん
対象・定員 市内在住・在勤者、40人

社会福祉協議会パート職員
募集人数 ① 1人② 1人
資格 ①保健師または正看護師②主任介護支援
専門員 ※正看護師は、地域ケア、地域保健等
に関する経験があり、かつ高齢者に関する公衆
衛生業務経験を１年以上有すること
内容 地域包括支援センター業務
雇用期間 3月31日（火）まで　※勤務成績に
より更新あり
勤務日時 月曜～金曜日（週５日）、午前8時30
分～午後5時 15分　※休憩 1時間
勤務地 新曽地域包括支援センター

賃金 ①保健師：時給2,000円、看護師：時給
1,800円、②主任介護支援専門員：時給 1,830
円　※①②とも賞与あり
選考方法 書類審査および面接審査で選考
申込 写真を貼った履歴書を下記へ　※郵送可

 社会福祉協議会（新曽地域包括支援センタ
ー）　 446-6767

国際交流協会　臨時職員（事務）
募集人数 1人
資格 国際交流に興味があり、ワード、エクセル
ができる人
雇用期間 3月1日～令和3年2月28日　※条

Toda City Information

教育政策室および教育センター会計年度任用職員募集
①ボランティア相談員
募集人数 12人
内容 市内中学校のさわやか相談室での相談
業務
任用期間 4月7日～令和3年3月31日　
※週 2～3日、1日4時間
賃金 日額4,000円
②理科支援員
募集人数 12人
内容 理科観察・実験支援業務
任用期間 5月7日～令和3年2月26日　
※週3～ 4日、1日4時間
賃金 時給 1,010円
③すこやかサポーター
募集人数 6人
内容 生徒指導対応や個別の学習支援など
任用期間 4月3日～令和3年3月31日　
※週5日、1日7時間30分
賃金（資格あり） 時給 1,520円
（資格なし）時給 1,210円　
④小学校アクティブティーチャー
募集人数 14人
内容 教科指導などの支援業務
任用期間 4月7日～令和3年3月31日　
※週4～ 5日、1日7時間
賃金 時給 1,210円

⑤中学校アクティブティーチャー
募集人数 6人
内容 中学校教科指導および生徒指導など
任用期間 4月9日～令和3年3月19日　
※週3日、1日7時間
賃金 時給 1,520円　
⑥本好きサポーター
募集人数 18人
内容 学校図書館図書整理業務など
任用期間 4月8日～令和3年3月24日　
※週3日程度、1日3時間
賃金 時給 1,210円　
------------------------------------------------
資格 教員免許を有する人など
※詳しくはお問い合わせください
勤務場所 市内各小・中学校
選考日 1月下旬～2月
選考 書類審査および面接審査
※④⑤は模擬授業審査あり
申込 ①2月7日（金）まで、②～⑥ 1月17日（金）
までに写真を貼った履歴書、はがき（連絡用）、
84円切手を貼った定型封筒、志願書、資格
の写しを下記へ持参　※募集人数、任用期間、
賃金などは予定。規定により交通費支給

 ①教育センター　434-5660　
　 ②～⑥教育政策室（内線318）

社会福祉事業団正規職員・契約・パート募集
正規職員（看護職）
資格 正または准看護師
勤務時間 午前8時～午後5時、午前8時30分
～午後5時30分、午前10時～午後7時
賃金 月給25～30万（学歴、経験、資格により）
正規職員（機能訓練）
資格 理学療法士または作業療法士
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分
賃金 月給25～30万（学歴、経験、資格により）
契約職員（生活支援員）
資格 不問
勤務時間 午前7時～午後4時、午前8時30分
～午後5時30分、午前9時30分～午後6時30
分、夜勤：午後5時～翌午前10時
賃金 時給1,110円
介護支援専門員パート
資格 介護支援専門員

勤務時間 午前8時30分～午後5時30分、週
5日　※経験者優遇
賃金 時給1,500円
運転手パート
資格 中型以上の運転免許
勤務時間 午前8時30分～10時30分、午後
3時30分～5時30分（4時間勤務）、週4日～
賃金 時給1,300円
事務パート
資格 不問
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分のう
ち応相談、週3日～
賃金 時給930円
------------------------------------------------
申込 電話で下記へ
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件により更新可
勤務日時 週5日、午前8時45分～午後5時
30分 ※シフト制、土・日曜日の勤務あり、月
曜日定休、海外出張あり
賃金 月額 170,100円　※各種手当あり
選考 書類選考および面接
申込 1月24日（金）までに履歴書を下記へ
※郵送不可

 国際交流協会　434-5690

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

とき ところ

入会説明会

2／15（土）
10：00～11：30

ボランティア・
市民活動
支援センター

2／29（土）
10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

2／17（月）
9：30～12：30
2／25（火）
9：30～12：10

申込 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

 とだファミリー・サポート・センター事務局　
433-2244

講 室座 ・ 教
市民講座
とき 2月9日（日）、午前9時45分～ 11時30分
ところ 市民医療センター 1階外来待合室
内容 認知症講座「『共生と予防』をめざして」、
リハビリ「頭と体を動かして認知症を予防し
よう」
対象・定員 認知症・リハビリなどに興味がある
人、30人程度
申込 1月14日（火）～電話で　※費用無料。申
込順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

小児救急市民講座
とき 1月25日（土）、午前 10時～正午
ところ 市民医療センター 1階家族介護教室
内容 子どもの病気や救急時の対応など
対象・定員 子の保護者　※乳幼児、幼稚園、
保育園の先生も参加可。20組（託児は定員10
人。生後6カ月～未就学児まで）
申込 1月6日（月）～電話で　※費用無料。申込
順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

企業人権セミナー
とき 1月31日（金）、午後2時～4時
ところ 市役所5階大会議室Ａ・Ｂ
内容 職場でのハラスメントと人権～誰もが働き
やすい職場環境を目指して～
講師 野

の

澤
ざわ

直
なお

子
こ

さん
対象・定員 市内在住・在勤者、40人

申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
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

 経済政策課（内線397）

起業支援セミナー
とき 1月24日（金）、午後 7時～ 8時30分
ところ 商工会館2階中会議室
内容 知っておきたい補助金・資金調達準備
対象・定員 起業に関心のある人、起業後間も
ない人、20人
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、起業の有無を記入して電子メ
ール（keizai@city.toda.saitama.jp）または
下記ホームページで　※費用無料。申込順

 経済政策課（内線395）

女性向け起業支援セミナー
とき ① 1月23日（木）② 1月30日（木）③2月6日
（木）（全3回）、午前 10時～正午
ところ 市役所5階大会議室C　※③は505会
議室
内容 ①起業成功のコツ②ネットショップ③ビジ
ネスプラン
講師 ①③株式会社キャラウィット 上

かみ

岡
おか

実
み

弥
や

子
こ

さん②株式会社ソフィットウェブコンサルティン
グ 吉

よし

枝
えだ

ゆき子
こ

さん
対象・定員 女性起業家、起業に関心のある女性、
20人　※全3回参加できる人、市民優先。託
児あり（6カ月～未就学児、3人まで。10日前
までに要申込）
申込 セミナー名、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、性別を記入して電子メール（keizai@
city.toda.saitama.jp）または下記ホームペー
ジで　※費用無料。申込順

 経済政策課（内線395）

就職支援セミナー
とき 2月12日（水）、午前9時30分～ 11時30分
ところ 市役所5階大会議室Ａ
内容 働く上で必要な法律知識について学ぶ
対象・定員 求職者、20人　※託児あり（6カ月
～未就学児、3人まで。10日前までに要申込）
申込 セミナー名、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

 経済政策課（内線397）

マンション管理基礎セミナー
とき 1月11日（土）、相談会：午前 10時～ 11時
45分、セミナー：午後1時～ 4時30分
ところ 川口総合文化センターリリア 11階大会
議室
内容 セミナー「大規模修繕の進め方・ポイント」
「大規模修繕工事後に行う維持保全のあり方」
定員 100人（セミナー）　※費用無料。セミナ
ーは申込順。相談会は当日先着順

 川口市住宅政策課住宅政策係　048-242-

賃金 ①保健師：時給2,000円、看護師：時給
1,800円、②主任介護支援専門員：時給 1,830
円　※①②とも賞与あり
選考方法 書類審査および面接審査で選考
申込 写真を貼った履歴書を下記へ　※郵送可

 社会福祉協議会（新曽地域包括支援センタ
ー）　 446-6767

国際交流協会　臨時職員（事務）
募集人数 1人
資格 国際交流に興味があり、ワード、エクセル
ができる人
雇用期間 3月1日～令和3年2月28日　※条

6326

いきいきタウンとだ　家族介護教室
とき 1月23日（木）、午前 10時～正午
ところ いきいきタウンとだ（戸田市喜沢南2-5-
23）
内容 認知症を理解し予防しよう
対象・定員 介護している人、介護に関心のあ
る市民、15人
申込 1月22日（水）まで　※費用無料

 いきいきタウンとだ　432-1500

ＳＫＩスクール
とき 2月22日（土）～24日（月）　※出発：午前
6時30分
ところ 長野県富士見パノラマスキー場　※宿
泊は少年自然の家
対象・定員 市内在住・在勤者（子どものみの参
加は小学5年生以上）、40人　※申込順
費用 大人23,000円、小人20,000円　※貸
スキー代、貸ウェア代は別途
申込 1月20日（月）までに、参加者全員の住所、
氏名（フリガナ）、年齢、性別、電話番号、レン
タル希望者は「貸スキー（ウェア）希望、身長、
足のサイズ」を明記しはがき（〒335-0031 戸
田市美女木6-3-1スキー連盟荻原勉宛）で
※任意様式可。詳しくは下記ホームページをご
覧ください

 市スキー連盟　萩原　090-4678-7732

「認知症予防の話・消費者トラブルに
あわないための話」講座
とき 1月14日（火）、午後 2時～3時30分　
※受付：午後1時45分～
ところ 西部福祉センター講習会室
内容 ①認知症を知ろう②予防に役立つ食事・
運動の話③消費者トラブルから身を守ろう
講師 市立地域包括支援センター職員
定員 30人
申込 1月10日（金）までに電話または直接下記へ　
※費用無料。申込順。年始の申込開始は 1月6
日（月）～

 市立地域包括支援センター　422-8821

認知症サポーター養成講座
とき 1月25日（土）、午後 2時～3時30分
ところ 文化会館多目的ルームC
定員 30人
申込 電話で　※費用無料。申込順

 医療法人髙仁会戸田病院認知症疾患医療セ
ンター 433-0090

要約筆記　はじめての体験講座
とき 1月29日、2月5日、12日、19日、26日
の水曜日（全5回）、午前 10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉
会館）2階社会適応訓練室
対象・定員 ボランティア活動に関心のある人、
市内在住・在勤の 18歳以上の人、10人　※先
着順
申込 1月22日（水）までに申込書を下記へ　
※費用無料。電話、FAX（441-5031）による

教育政策室および教育センター会計年度任用職員募集
⑤中学校アクティブティーチャー
募集人数 6人
内容 中学校教科指導および生徒指導など
任用期間 4月9日～令和3年3月19日　
※週3日、1日7時間
賃金 時給 1,520円　
⑥本好きサポーター
募集人数 18人
内容 学校図書館図書整理業務など
任用期間 4月8日～令和3年3月24日　
※週3日程度、1日3時間
賃金 時給 1,210円　
------------------------------------------------
資格 教員免許を有する人など
※詳しくはお問い合わせください
勤務場所 市内各小・中学校
選考日 1月下旬～2月
選考 書類審査および面接審査
※④⑤は模擬授業審査あり
申込 ①2月7日（金）まで、②～⑥ 1月17日（金）
までに写真を貼った履歴書、はがき（連絡用）、
84円切手を貼った定型封筒、志願書、資格
の写しを下記へ持参　※募集人数、任用期間、
賃金などは予定。規定により交通費支給

 ①教育センター　434-5660　
　 ②～⑥教育政策室（内線318）

社会福祉事業団正規職員・契約・パート募集
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分、週
5日　※経験者優遇
賃金 時給1,500円
運転手パート
資格 中型以上の運転免許
勤務時間 午前8時30分～10時30分、午後
3時30分～5時30分（4時間勤務）、週4日～
賃金 時給1,300円
事務パート
資格 不問
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分のう
ち応相談、週3日～
賃金 時給930円
------------------------------------------------
申込 電話で下記へ
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募集人数 25人程度　※学校の教育活動に理
解がある人
職種 特別支援学級補助員、肢体不自由児支援
員、教育支援員
任用期間 ①4月7日～ 7月20日②8月25日～
12月24日③令和3年 1月8日～3月26日　
※①～③全ての期間勤務となります
勤務時間 週5日、1日5時間程度
賃金 時給 1,210円（予定） ※通勤手当支給あり
（予定）
申込 1月9日（木）までに写真を貼った履歴書、
84円切手を貼り返信用の宛名を記入した定型
封筒2通を下記へ持参　※郵送不可。1月23日
（木）～28日（火）の間に面接あり

 学務課（内線303）

スクール・サポート・スタッフ
募集人数 2人程度　※学校教育に理解がある人
内容 市内の小・中学校教頭の仕事のサポート
任用期間 ①4月7日～ 7月20日②8月25日～
12月24日③令和3年 1月8日～3月26日　
※①～③全ての期間勤務となります
勤務時間 週5日、1日5時間程度
賃金 時給980円（予定）　※通勤手当支給あり
（予定）
申込 1月9日（木）までに写真を貼った履歴書、
84円切手を貼り返信用の宛名を記入した定型
封筒2通を下記へ持参　※郵送不可。資料提
出時に面接あり

 学務課（内線375）

美女木小学校調理パート
募集人数 若干名　※経験資格不問
内容 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980円

 学校給食課　442-5065

パラリンピック聖火ランナー
募集人数 29人
資格 平成20年4月1日以前に生まれ、県にゆ
かりがあり、自分の意思で火を安全に運ぶこと
ができる人　※国籍・性別・障がいの有無は不
問。介添えスタッフのサポートは必要に応じて
可
申込 2月15日（土）までに下記ホームページで
※土・日曜日、祝日、12月28日～ 1月5日を除
く午前9時～午後6時

 県聖火ランナー募集コール
センター　048-825-1130

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
内容 施設清掃業務　※制服貸与
勤務時間 ①午前8時～11時45分②午後1時
～ 4時30分　※①②のシフト制
勤務地 上戸田地域交流センター（あいパル）
賃金 時給 1,020円　※交通費規定内支給（当
社規定による）

 上戸田地域交流センター　高橋　229-3133

件により更新可
勤務日時 週5日、午前8時45分～午後5時
30分 ※シフト制、土・日曜日の勤務あり、月
曜日定休、海外出張あり
賃金 月額 170,100円　※各種手当あり
選考 書類選考および面接
申込 1月24日（金）までに履歴書を下記へ
※郵送不可

 国際交流協会　434-5690

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

とき ところ

入会説明会

2／15（土）
10：00～11：30

ボランティア・
市民活動
支援センター

2／29（土）
10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

2／17（月）
9：30～12：30
2／25（火）
9：30～12：10

申込 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

 とだファミリー・サポート・センター事務局　
433-2244

講 室座 ・ 教
市民講座
とき 2月9日（日）、午前9時45分～ 11時30分
ところ 市民医療センター 1階外来待合室
内容 認知症講座「『共生と予防』をめざして」、
リハビリ「頭と体を動かして認知症を予防し
よう」
対象・定員 認知症・リハビリなどに興味がある
人、30人程度
申込 1月14日（火）～電話で　※費用無料。申
込順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

小児救急市民講座
とき 1月25日（土）、午前 10時～正午
ところ 市民医療センター 1階家族介護教室
内容 子どもの病気や救急時の対応など
対象・定員 子の保護者　※乳幼児、幼稚園、
保育園の先生も参加可。20組（託児は定員10
人。生後6カ月～未就学児まで）
申込 1月6日（月）～電話で　※費用無料。申込
順。日曜・祝日除く

 市民医療センター総務課　421-4114

企業人権セミナー
とき 1月31日（金）、午後2時～4時
ところ 市役所5階大会議室Ａ・Ｂ
内容 職場でのハラスメントと人権～誰もが働き
やすい職場環境を目指して～
講師 野

の

澤
ざわ

直
なお

子
こ

さん
対象・定員 市内在住・在勤者、40人

社会福祉協議会パート職員
募集人数 ① 1人② 1人
資格 ①保健師または正看護師②主任介護支援
専門員 ※正看護師は、地域ケア、地域保健等
に関する経験があり、かつ高齢者に関する公衆
衛生業務経験を１年以上有すること
内容 地域包括支援センター業務
雇用期間 3月31日（火）まで　※勤務成績に
より更新あり
勤務日時 月曜～金曜日（週５日）、午前8時30
分～午後5時 15分　※休憩 1時間
勤務地 新曽地域包括支援センター

賃金 ①保健師：時給2,000円、看護師：時給
1,800円、②主任介護支援専門員：時給 1,830
円　※①②とも賞与あり
選考方法 書類審査および面接審査で選考
申込 写真を貼った履歴書を下記へ　※郵送可

 社会福祉協議会（新曽地域包括支援センタ
ー）　 446-6767

国際交流協会　臨時職員（事務）
募集人数 1人
資格 国際交流に興味があり、ワード、エクセル
ができる人
雇用期間 3月1日～令和3年2月28日　※条

Toda City Information

教育政策室および教育センター会計年度任用職員募集
①ボランティア相談員
募集人数 12人
内容 市内中学校のさわやか相談室での相談
業務
任用期間 4月7日～令和3年3月31日　
※週 2～3日、1日4時間
賃金 日額4,000円
②理科支援員
募集人数 12人
内容 理科観察・実験支援業務
任用期間 5月7日～令和3年2月26日　
※週3～ 4日、1日4時間
賃金 時給 1,010円
③すこやかサポーター
募集人数 6人
内容 生徒指導対応や個別の学習支援など
任用期間 4月3日～令和3年3月31日　
※週5日、1日7時間30分
賃金（資格あり） 時給 1,520円
（資格なし）時給 1,210円　
④小学校アクティブティーチャー
募集人数 14人
内容 教科指導などの支援業務
任用期間 4月7日～令和3年3月31日　
※週4～ 5日、1日7時間
賃金 時給 1,210円

⑤中学校アクティブティーチャー
募集人数 6人
内容 中学校教科指導および生徒指導など
任用期間 4月9日～令和3年3月19日　
※週3日、1日7時間
賃金 時給 1,520円　
⑥本好きサポーター
募集人数 18人
内容 学校図書館図書整理業務など
任用期間 4月8日～令和3年3月24日　
※週3日程度、1日3時間
賃金 時給 1,210円　
------------------------------------------------
資格 教員免許を有する人など
※詳しくはお問い合わせください
勤務場所 市内各小・中学校
選考日 1月下旬～2月
選考 書類審査および面接審査
※④⑤は模擬授業審査あり
申込 ①2月7日（金）まで、②～⑥ 1月17日（金）
までに写真を貼った履歴書、はがき（連絡用）、
84円切手を貼った定型封筒、志願書、資格
の写しを下記へ持参　※募集人数、任用期間、
賃金などは予定。規定により交通費支給

 ①教育センター　434-5660　
　 ②～⑥教育政策室（内線318）

社会福祉事業団正規職員・契約・パート募集
正規職員（看護職）
資格 正または准看護師
勤務時間 午前8時～午後5時、午前8時30分
～午後5時30分、午前10時～午後7時
賃金 月給25～30万（学歴、経験、資格により）
正規職員（機能訓練）
資格 理学療法士または作業療法士
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分
賃金 月給25～30万（学歴、経験、資格により）
契約職員（生活支援員）
資格 不問
勤務時間 午前7時～午後4時、午前8時30分
～午後5時30分、午前9時30分～午後6時30
分、夜勤：午後5時～翌午前10時
賃金 時給1,110円
介護支援専門員パート
資格 介護支援専門員

勤務時間 午前8時30分～午後5時30分、週
5日　※経験者優遇
賃金 時給1,500円
運転手パート
資格 中型以上の運転免許
勤務時間 午前8時30分～10時30分、午後
3時30分～5時30分（4時間勤務）、週4日～
賃金 時給1,300円
事務パート
資格 不問
勤務時間 午前8時30分～午後5時30分のう
ち応相談、週3日～
賃金 時給930円
------------------------------------------------
申込 電話で下記へ

 社会福祉事業団　432-2222
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内容 離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
申込 1月31日（金）、午前9時～　※申込順、
電話可。4人まで

 防犯くらし交通課（内線 270）

新曽福祉センター ｢いこいの室
（和室）｣ の一般開放
ウォームシェアや多世代交流推進のため、休館
日を除く、午前9時～午後4時で一般開放して
います。

 新曽福祉センター　445-181 1

イ ベ ン ト
大好評！ 保育士さん向け「保育所
見学ツアー」と「就職面接会」
◆保育士向け保育所見学ツアー
見学後、実際に保育園で働く先輩保育士との
交流会で現場の雰囲気も分かります。
とき 1月24日（金）、午前9時～午後1時30分
頃
内容 4園を見学後、先輩保育士との交流会（お
弁当付き）
対象・定員 保育士（取得見込み含む）、各ルー
ト5人　※費用無料
申込 FAX、窓口、WEBにて申し込み　※申込
用紙、見学ルートなど詳しくは市ホームページ
をご覧ください
◆保育のお仕事面接会＆説明会
とき 2月2日（日）、午後1時～ 4時　※受付：
午後0時30分～
ところ 市役所5階大会議室
内容 法人担当者と個別面接会、ハローワーク
職員の就職相談、保育士のお仕事ミニセミナー
など　※託児あり。詳しくはハローワーク川口・
市ホームページをご覧ください
対象 保育士（取得見込み含む）、保育補助など、
保育園で就職を希望する人　※費用無料
持ち物 ハローワークカードまたは受付票（持っ
ている人）

 保育幼稚園室（内線677）

【落語】笑って学ぼう
～悪質な特殊詐欺の撃退法～
とき 1月29日（水）、午後 2時　※開場：午後1
時30分～
ところ 文化会館3階304会議室
内容 消費生活落語の講演会、消費生活ミニ講
座
講師 笑

しょう

福
ふく

亭
てい

笑
しょう

助
すけ

さん
定員 80人　※先着順
申込 申込者の電話番号・参加希望者全員の名
前を明記の上（FAXで申し込みの場合はFAX
番号も記載）、FAX（433-3358）か電子メール
（kurashi110@city.toda.saitama.jp）または
電話で　※費用無料。電話での受付時間は午
前9時から午後5時まで

 防犯くらし交通課（内線 262）

子育てサロン～リフレッシュサロン～
子育て世代が集い、気持ちを共有しながらおし
ゃべりし、リフレッシュできるサロンです。
とき 1月22日（水）、午前 10時～ 11時30分
ところ 西部福祉センター親子ふれあい広場
対象 0～ 3歳の子を持つ親、妊娠中または妊
活中の人15人　※別室で託児あり（首がすわっ
ていること）
申込 1月6日（月）、午前9時～電話で　※費用
無料。申込順

 こども家庭課（内線462）

シニア起業事例発表会
とき 1月18日（土）、午後1時～3時45分
ところ 大宮ソニックシティビル4階市民ホール
内容 専門家による講演や県内で起業したシニ
ア起業家の事例発表
講師 銀座セカンドライフ㈱代表取締役　片

かた
桐
ぎり

実
み
央
お
さんほか

対象・定員 誰でも、200人
申込 電話、県ホームページ、またはシニア起
業事例発表会参加希望、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を明記の上、FAX（048-830-4854）
で

 県シニア活躍推進課　048-830-4543

あいパルみんなの防災DAYS
◆パネル展とグッズ展
とき 1月28日（火）～2月2日（日）、午前9時～
午後4時
内容 日頃の備えの重要性などのパネル展示や
男女共同参画視点で備えたグッズの展示、市の
防災関連情報掲示など　※先着順
◆アクティブ避難DAY
とき 2月1日（土）、午前 10時～午後3時
内容 〈午前 10時～正午〉パネルディスカッショ
ン「看護師から看た避難生活のアドバイス」・ワ
ークショップ、〈正午～午後1時〉非常食の試食、
〈午後1時～3時〉体験ゲーム、パネル・グッズ
展、あいパル避難所見学
定員 50人
申込 1月5日（日）～　※費用無料
◆乳幼児の救命救急と応急「AED操作と誤飲・
ケガの応急手当て」
とき 2月2日（日）、午前9時45分～ 11時45
分　※託児あり（1歳～未就学児） 
対象・定員 乳幼児と保護者、20組
申込 1月5日（日）～　※費用無料
◆ローリングストックするための「非常食のお
いしさ体験会」
とき 2月2日（日）、午後0時 15分～ 1時 15分
対象・定員 市民、20人
費用 一般500円、幼児250円
申込 1月5日（日）～
◆避難所　Ｈ

ハ グ
ＵＧ（H避難所 U運営 Gゲーム）

体験
とき 2月2日（日）、午後1時30分～4時30分
内容 HUGゲームと被災地での支援活動の体
験談
対象・定員 市民、36人
◆二村先生の血液循環体操で避難生活の体調

管理
とき 1月28日（火）、午後1時30分～3時
対象・定員 市民、50人
費用 500円、〈教材費〉200円（希望者）　
※1週間前までに申し込み
申込 1月5日（日）～　※1週間前までに要事前
申し込み
◆防災工作
とき 1月30日（木）、午前 10時～ 11時、午後3
時30分～ 4時30分
内容 新聞などを使い、被災時に役立つ工作を
する

囲碁・将棋・オセロで遊ぼう！
 

とき 1月25日（土）、午後 2時～3時30分
ところ 西部福祉センター2階多世代交流ひろば
（わいわいスポット）
対象 小学生から高齢者まで　※未就学児は保
護者同伴

 西部福祉センター　421-3024

公民館育成サークル活動体験談の開催

とき ところ 問い合わせ

2月～ 3月

下戸田公民館 443-1021

美笹公民館 421-3024

新曽公民館 445-1811

※開催日時はサークルにより異なります
内容 公民館では、「公民館育成サークル」の認
定登録を受けた52団体がさまざまな文化活動
をしており、随時新規会員を募集しています。詳
しくは市ホームページまたは各公民館まで

日本語教室見学会
とき 1月25日（土）、2月1日（土）、午前9時
30分～正午　1月30日（木）、2月6日（木）、
午後6時30分～ 9時
ところ 新曽南多世代交流館2階会議室
対象 日本語ボランティアに興味のある人
申込 各開催日の前日まで　※費用無料

 国際交流協会　434-5690 ※月曜日・祝日
は休み

おいでよ！ 冬の戸田ヶ原
とき 2月9日（日）、午後1時～3時30分　
※雨天時は2月16日（日）に順延
ところ 彩湖・道満グリーンパークピクニック広場
内容 サクラソウ約 1,000株の植え付け、オギ
の草刈り体験と、オギを使ったとだみちゃんオ
ブジェづくり
定員 100人　※先着順
持ち物 汚れてもよい服装、靴、軍手、タオル、
雨具など
申込 2月4日（火）までに電話で下記へ

 みどり公園課（内線323）

募 集
パブリック・コメント

（仮称）戸田市手話言語条例（案）

Toda City Information

市では、手話の普及と手話を使いやすい環境
を整備するために、｢（仮称）戸田市手話言語
条例｣ を制定します。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 1月6日（月）～2月5日（水）
担当課 障害福祉課（内線 273）
提出方法 資料公開場所への持参、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、市政情報コーナー、各
福祉センター、笹目コミュニティセンター（コン
パル）、戸田公園駅前行政センター２階、新曽
南多世代交流館（さくらパル）、上戸田地域交
流センター（あいパル）、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
公開します

 庶務課（内線363）

市スポーツ賞対象者の推薦
世界大会や全国大会で著しい功績をあげた選手
を表彰する制度です。令和元年中に当該賞に該
当する成績をあげた人を推薦していただきます。
対象者 市内在住・在学・在勤または市にゆか
りのある選手・監督・コーチ、団体など
対象期間 平成31年 1月～令和元年 12月末まで
の大会
表彰区分 スポーツ栄誉賞、スポーツ優秀賞、
スポーツ奨励賞　※各賞の表彰条件など詳しく
は市ホームページをご覧ください
申込 1月15日（水）までに下記へ

 文化スポーツ課（内線339）

図書館•彩湖自然学習センターのイベント

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）と工作会

1／ 5（日）、19（日）
13：00~14：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし・
季節の工作など 小学生、25人

無料

多世代交流スペース
（あいパル2階）

直接
当日先着順

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1／7、14、21、28の火曜日
15：00~15：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし
など 未就学児、25人

絵本コーナー
おはなしの森

1／ 13（月）、27（月）
15：30~16：00
語り途中の入退場不可

図書館ボランティアとだ・おはなしの会
による昔話などの読み聞かせ、語り

年少以上の一人で話
を聞ける子、25人

赤ちゃんおはなし会 1／ 10（金）、24（金）
10：30~11：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など
※「みんなでパルるんひろば」（10：30
～ 1 1：30）の活動の一部

未就園児とその保護
者、25組

キッズスペース
（あいパル2階）

ビブリオバトル
ワークショップ

1／ 13（祝・月）
10：00~11：30

ビブリオバトルのルール説明や少人数
で体験するワークショップ 誰でも、10人

多目的室
（あいパル1階）読書サロンふらっとカフェ 1／ 25（土）

14：00~15：30

本と会話を楽しむ90分
みんなで 1冊の本を読んで感想を語り
合う

誰でも、10人

パルシアター ①1／5（日）10：00~11：30
②2／2（日）10：00~11：30

①『トムとジェリー』、『綾小路きみまろ
爆笑 ! エキサイトライブ』②『ドナルド
ダック　ドナルドの磁石騒動』

誰でも、80人 ホール
（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 1／ 18（土）
13：00~13：45

絵本講師による絵本の選び方や絵本
による子育てについて
※おはなし会ではありません

0~2歳児の保護者、
25人

キッズスペース
（あいパル2階）

図書館の福袋 1／4（土）~19（日）
（無くなり次第、終了）

開けてみてのお楽しみの本の貸出　
※窓口で手続きが必要 誰でも 上戸田分館

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

【市民大学認定講座】
彩湖周辺の野鳥観察:晩冬

2／ 9（日）
10：00~12：00
※雨天実施

彩湖に訪れた渡鳥と冬の野鳥の生態
を観察　※バス移動

誰でも、20人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円
（教材費・
保険代） 彩湖自然学習

センター

1/9（木）～
電話可

竹を使ったものづくり 2／ 16（日）
10：00~12：00 竹を使った工作

誰でも、20人　
※小学生以下は保護
者同伴

100円
（教材費・
保険代）

1/16（木）～
電話可

申
込
　○直接 :費用を添えて各所へ ※申込順
　○ 電話可:電話で各所へ。費用が必要な講座は、指定日まで

に参加費を要支払い ※申込順

問い合わせ・受付時間　（休館日を除く）
　 図書館　☎442-2802　午前 10時~午後5時（正午～午後1時を除く）
　上戸田分館　☎442-1211　午前9時~午後9時30分
　彩湖自然学習センター　☎422-9991　午前 10時~午後4時30分
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管理
とき 1月28日（火）、午後1時30分～3時
対象・定員 市民、50人
費用 500円、〈教材費〉200円（希望者）　
※1週間前までに申し込み
申込 1月5日（日）～　※1週間前までに要事前
申し込み
◆防災工作
とき 1月30日（木）、午前 10時～ 11時、午後3
時30分～ 4時30分
内容 新聞などを使い、被災時に役立つ工作を
する

囲碁・将棋・オセロで遊ぼう！
 

とき 1月25日（土）、午後 2時～3時30分
ところ 西部福祉センター2階多世代交流ひろば
（わいわいスポット）
対象 小学生から高齢者まで　※未就学児は保
護者同伴

 西部福祉センター　421-3024

公民館育成サークル活動体験談の開催

とき ところ 問い合わせ

2月～ 3月

下戸田公民館 443-1021

美笹公民館 421-3024

新曽公民館 445-1811

※開催日時はサークルにより異なります
内容 公民館では、「公民館育成サークル」の認
定登録を受けた52団体がさまざまな文化活動
をしており、随時新規会員を募集しています。詳
しくは市ホームページまたは各公民館まで

日本語教室見学会
とき 1月25日（土）、2月1日（土）、午前9時
30分～正午　1月30日（木）、2月6日（木）、
午後6時30分～ 9時
ところ 新曽南多世代交流館2階会議室
対象 日本語ボランティアに興味のある人
申込 各開催日の前日まで　※費用無料

 国際交流協会　434-5690 ※月曜日・祝日
は休み

おいでよ！ 冬の戸田ヶ原
とき 2月9日（日）、午後1時～3時30分　
※雨天時は2月16日（日）に順延
ところ 彩湖・道満グリーンパークピクニック広場
内容 サクラソウ約 1,000株の植え付け、オギ
の草刈り体験と、オギを使ったとだみちゃんオ
ブジェづくり
定員 100人　※先着順
持ち物 汚れてもよい服装、靴、軍手、タオル、
雨具など
申込 2月4日（火）までに電話で下記へ

 みどり公園課（内線323）

募 集
パブリック・コメント

（仮称）戸田市手話言語条例（案）

市では、手話の普及と手話を使いやすい環境
を整備するために、｢（仮称）戸田市手話言語
条例｣ を制定します。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 1月6日（月）～2月5日（水）
担当課 障害福祉課（内線 273）
提出方法 資料公開場所への持参、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、市政情報コーナー、各
福祉センター、笹目コミュニティセンター（コン
パル）、戸田公園駅前行政センター２階、新曽
南多世代交流館（さくらパル）、上戸田地域交
流センター（あいパル）、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
公開します

 庶務課（内線363）

市スポーツ賞対象者の推薦
世界大会や全国大会で著しい功績をあげた選手
を表彰する制度です。令和元年中に当該賞に該
当する成績をあげた人を推薦していただきます。
対象者 市内在住・在学・在勤または市にゆか
りのある選手・監督・コーチ、団体など
対象期間 平成31年 1月～令和元年 12月末まで
の大会
表彰区分 スポーツ栄誉賞、スポーツ優秀賞、
スポーツ奨励賞　※各賞の表彰条件など詳しく
は市ホームページをご覧ください
申込 1月15日（水）までに下記へ

 文化スポーツ課（内線339）

総合介護福祉市民協議会委員
募集人数 ２人程度　※報酬あり
資格 20歳以上の市民
内容 介護福祉に関する施策の企画・評価、高
齢化対策の審議・進行管理など
任用期間 4月1日～令和４年3月31日　※協議
会は年３～ 8回程度開催予定、平日昼間開催
申込 2月5日（水）午後5時までに、履歴書、
小論文「戸田市の目指すべき高齢者福祉、市民
福祉、市民の権利擁護などについて、自身の考
え方や視点で自由に論じたもの（原稿用紙
1,000～ 1,200字）」を郵送、電子メール（choju 
kaigo@city.toda.saitama.jp）または下記へ
選考 書類選考および面接

 長寿介護課（内線 285）

戸田市総合振興計画審議会市民
公募委員
市では、今後のまちづくりを進める上の最上位
計画となる戸田市第5次総合振興計画（令和3
年度スタート）の審議を行うため、審議会を設
置し、審議会における市民公募委員を募集しま
す。
募集人数 3人　※書類選考の上、応募者多数
の場合は、抽選により決定
資格 1月1日現在、満20歳以上の市内在住・
在勤・在学者
任期 3月～ 8月まで　※審議会は、原則平日
の昼間に６回程度開催。若干の報酬などあり
申込 1月31日（金）必着、申込書を郵送、FAX
（432-8521）、または電子メール（kikaku@

city.toda.saitama.jp）で　※申込書は市役所
4階経営企画課や市内公共施設、市ホームペー
ジで取得可

 経営企画課（内線413）

未来へはばたく人財育成資金給付金
国公立高等学校奨学生
募集人数 12人以内
給付額 月額 15,000円（年額 180,000円）
対象 生活保護世帯または市町村民税所得割非
課税世帯で、市立中学校の第３学年に在籍し、
国公立の高等学校に入学を許可される見込み
のある生徒　※学校長の推薦が必要。選考あり
申込 2月3日（月）～17日（月）　※申請書は 1月
8日（水）から在籍する中学校で配付。申請希
望者は中学校に要相談

 教育総務課（内線326）

海外留学奨学生
募集人数 若干名
給与限度額 留学期間が 1学年以上2学年未満
の場合は 100万円、2学年以上の場合は 150
万円　※選考結果により満額給与されない場
合あり
選考 書類選考および面接
申込 1月16日（木）～2月6日（木）　※留学する
日の１年前から申込可。申請書は 1月6日（月）
から配布。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい

 教育総務課（内線326）

小・中学校パートタイマー

図書館•彩湖自然学習センターのイベント

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）と工作会

1／ 5（日）、19（日）
13：00~14：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし・
季節の工作など 小学生、25人

無料

多世代交流スペース
（あいパル2階）

直接
当日先着順

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1／7、14、21、28の火曜日
15：00~15：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし
など 未就学児、25人

絵本コーナー
おはなしの森

1／ 13（月）、27（月）
15：30~16：00
語り途中の入退場不可

図書館ボランティアとだ・おはなしの会
による昔話などの読み聞かせ、語り

年少以上の一人で話
を聞ける子、25人

赤ちゃんおはなし会 1／ 10（金）、24（金）
10：30~11：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など
※「みんなでパルるんひろば」（10：30
～ 1 1：30）の活動の一部

未就園児とその保護
者、25組

キッズスペース
（あいパル2階）

ビブリオバトル
ワークショップ

1／ 13（祝・月）
10：00~11：30

ビブリオバトルのルール説明や少人数
で体験するワークショップ 誰でも、10人

多目的室
（あいパル1階）読書サロンふらっとカフェ 1／ 25（土）

14：00~15：30

本と会話を楽しむ90分
みんなで 1冊の本を読んで感想を語り
合う

誰でも、10人

パルシアター ①1／5（日）10：00~11：30
②2／2（日）10：00~11：30

①『トムとジェリー』、『綾小路きみまろ
爆笑 ! エキサイトライブ』②『ドナルド
ダック　ドナルドの磁石騒動』

誰でも、80人 ホール
（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 1／ 18（土）
13：00~13：45

絵本講師による絵本の選び方や絵本
による子育てについて
※おはなし会ではありません

0~2歳児の保護者、
25人

キッズスペース
（あいパル2階）

図書館の福袋 1／4（土）~19（日）
（無くなり次第、終了）

開けてみてのお楽しみの本の貸出　
※窓口で手続きが必要 誰でも 上戸田分館

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

【市民大学認定講座】
彩湖周辺の野鳥観察:晩冬

2／ 9（日）
10：00~12：00
※雨天実施

彩湖に訪れた渡鳥と冬の野鳥の生態
を観察　※バス移動

誰でも、20人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円
（教材費・
保険代） 彩湖自然学習

センター

1/9（木）～
電話可

竹を使ったものづくり 2／ 16（日）
10：00~12：00 竹を使った工作

誰でも、20人　
※小学生以下は保護
者同伴

100円
（教材費・
保険代）

1/16（木）～
電話可

申
込
　○直接 :費用を添えて各所へ ※申込順
　○ 電話可:電話で各所へ。費用が必要な講座は、指定日まで

に参加費を要支払い ※申込順

問い合わせ・受付時間　（休館日を除く）
　 図書館　☎442-2802　午前 10時~午後5時（正午～午後1時を除く）
　上戸田分館　☎442-1211　午前9時~午後9時30分
　彩湖自然学習センター　☎422-9991　午前 10時~午後4時30分

ＣＳ６
IM2

H 297 × W 210 mm

VNUK012-019A_NB_靖_CS6.indd   15 19/12/20   16:00
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内容 離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
申込 1月31日（金）、午前9時～　※申込順、
電話可。4人まで

 防犯くらし交通課（内線 270）

新曽福祉センター ｢いこいの室
（和室）｣ の一般開放
ウォームシェアや多世代交流推進のため、休館
日を除く、午前9時～午後4時で一般開放して
います。

 新曽福祉センター　445-181 1

イ ベ ン ト
大好評！ 保育士さん向け「保育所
見学ツアー」と「就職面接会」
◆保育士向け保育所見学ツアー
見学後、実際に保育園で働く先輩保育士との
交流会で現場の雰囲気も分かります。
とき 1月24日（金）、午前9時～午後1時30分
頃
内容 4園を見学後、先輩保育士との交流会（お
弁当付き）
対象・定員 保育士（取得見込み含む）、各ルー
ト5人　※費用無料
申込 FAX、窓口、WEBにて申し込み　※申込
用紙、見学ルートなど詳しくは市ホームページ
をご覧ください
◆保育のお仕事面接会＆説明会
とき 2月2日（日）、午後1時～ 4時　※受付：
午後0時30分～
ところ 市役所5階大会議室
内容 法人担当者と個別面接会、ハローワーク
職員の就職相談、保育士のお仕事ミニセミナー
など　※託児あり。詳しくはハローワーク川口・
市ホームページをご覧ください
対象 保育士（取得見込み含む）、保育補助など、
保育園で就職を希望する人　※費用無料
持ち物 ハローワークカードまたは受付票（持っ
ている人）

 保育幼稚園室（内線677）

【落語】笑って学ぼう
～悪質な特殊詐欺の撃退法～
とき 1月29日（水）、午後 2時　※開場：午後1
時30分～
ところ 文化会館3階304会議室
内容 消費生活落語の講演会、消費生活ミニ講
座
講師 笑

しょう

福
ふく

亭
てい

笑
しょう

助
すけ

さん
定員 80人　※先着順
申込 申込者の電話番号・参加希望者全員の名
前を明記の上（FAXで申し込みの場合はFAX
番号も記載）、FAX（433-3358）か電子メール
（kurashi110@city.toda.saitama.jp）または
電話で　※費用無料。電話での受付時間は午
前9時から午後5時まで

 防犯くらし交通課（内線 262）

子育てサロン～リフレッシュサロン～
子育て世代が集い、気持ちを共有しながらおし
ゃべりし、リフレッシュできるサロンです。
とき 1月22日（水）、午前 10時～ 11時30分
ところ 西部福祉センター親子ふれあい広場
対象 0～ 3歳の子を持つ親、妊娠中または妊
活中の人15人　※別室で託児あり（首がすわっ
ていること）
申込 1月6日（月）、午前9時～電話で　※費用
無料。申込順

 こども家庭課（内線462）

シニア起業事例発表会
とき 1月18日（土）、午後1時～3時45分
ところ 大宮ソニックシティビル4階市民ホール
内容 専門家による講演や県内で起業したシニ
ア起業家の事例発表
講師 銀座セカンドライフ㈱代表取締役　片

かた
桐
ぎり

実
み
央
お
さんほか

対象・定員 誰でも、200人
申込 電話、県ホームページ、またはシニア起
業事例発表会参加希望、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を明記の上、FAX（048-830-4854）
で

 県シニア活躍推進課　048-830-4543

あいパルみんなの防災DAYS
◆パネル展とグッズ展
とき 1月28日（火）～2月2日（日）、午前9時～
午後4時
内容 日頃の備えの重要性などのパネル展示や
男女共同参画視点で備えたグッズの展示、市の
防災関連情報掲示など　※先着順
◆アクティブ避難DAY
とき 2月1日（土）、午前 10時～午後3時
内容 〈午前 10時～正午〉パネルディスカッショ
ン「看護師から看た避難生活のアドバイス」・ワ
ークショップ、〈正午～午後1時〉非常食の試食、
〈午後1時～3時〉体験ゲーム、パネル・グッズ
展、あいパル避難所見学
定員 50人
申込 1月5日（日）～　※費用無料
◆乳幼児の救命救急と応急「AED操作と誤飲・
ケガの応急手当て」
とき 2月2日（日）、午前9時45分～ 11時45
分　※託児あり（1歳～未就学児） 
対象・定員 乳幼児と保護者、20組
申込 1月5日（日）～　※費用無料
◆ローリングストックするための「非常食のお
いしさ体験会」
とき 2月2日（日）、午後0時 15分～ 1時 15分
対象・定員 市民、20人
費用 一般500円、幼児250円
申込 1月5日（日）～
◆避難所　Ｈ

ハ グ
ＵＧ（H避難所 U運営 Gゲーム）

体験
とき 2月2日（日）、午後1時30分～4時30分
内容 HUGゲームと被災地での支援活動の体
験談
対象・定員 市民、36人
◆二村先生の血液循環体操で避難生活の体調

管理
とき 1月28日（火）、午後1時30分～3時
対象・定員 市民、50人
費用 500円、〈教材費〉200円（希望者）　
※1週間前までに申し込み
申込 1月5日（日）～　※1週間前までに要事前
申し込み
◆防災工作
とき 1月30日（木）、午前 10時～ 11時、午後3
時30分～ 4時30分
内容 新聞などを使い、被災時に役立つ工作を
する

囲碁・将棋・オセロで遊ぼう！
 

とき 1月25日（土）、午後 2時～3時30分
ところ 西部福祉センター2階多世代交流ひろば
（わいわいスポット）
対象 小学生から高齢者まで　※未就学児は保
護者同伴

 西部福祉センター　421-3024

公民館育成サークル活動体験談の開催

とき ところ 問い合わせ

2月～ 3月

下戸田公民館 443-1021

美笹公民館 421-3024

新曽公民館 445-1811

※開催日時はサークルにより異なります
内容 公民館では、「公民館育成サークル」の認
定登録を受けた52団体がさまざまな文化活動
をしており、随時新規会員を募集しています。詳
しくは市ホームページまたは各公民館まで

日本語教室見学会
とき 1月25日（土）、2月1日（土）、午前9時
30分～正午　1月30日（木）、2月6日（木）、
午後6時30分～ 9時
ところ 新曽南多世代交流館2階会議室
対象 日本語ボランティアに興味のある人
申込 各開催日の前日まで　※費用無料

 国際交流協会　434-5690 ※月曜日・祝日
は休み

おいでよ！ 冬の戸田ヶ原
とき 2月9日（日）、午後1時～3時30分　
※雨天時は2月16日（日）に順延
ところ 彩湖・道満グリーンパークピクニック広場
内容 サクラソウ約 1,000株の植え付け、オギ
の草刈り体験と、オギを使ったとだみちゃんオ
ブジェづくり
定員 100人　※先着順
持ち物 汚れてもよい服装、靴、軍手、タオル、
雨具など
申込 2月4日（火）までに電話で下記へ

 みどり公園課（内線323）

募 集
パブリック・コメント

（仮称）戸田市手話言語条例（案）

Toda City Information

市では、手話の普及と手話を使いやすい環境
を整備するために、｢（仮称）戸田市手話言語
条例｣ を制定します。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 1月6日（月）～2月5日（水）
担当課 障害福祉課（内線 273）
提出方法 資料公開場所への持参、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、市政情報コーナー、各
福祉センター、笹目コミュニティセンター（コン
パル）、戸田公園駅前行政センター２階、新曽
南多世代交流館（さくらパル）、上戸田地域交
流センター（あいパル）、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
公開します

 庶務課（内線363）

市スポーツ賞対象者の推薦
世界大会や全国大会で著しい功績をあげた選手
を表彰する制度です。令和元年中に当該賞に該
当する成績をあげた人を推薦していただきます。
対象者 市内在住・在学・在勤または市にゆか
りのある選手・監督・コーチ、団体など
対象期間 平成31年 1月～令和元年 12月末まで
の大会
表彰区分 スポーツ栄誉賞、スポーツ優秀賞、
スポーツ奨励賞　※各賞の表彰条件など詳しく
は市ホームページをご覧ください
申込 1月15日（水）までに下記へ

 文化スポーツ課（内線339）

図書館•彩湖自然学習センターのイベント

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）と工作会

1／ 5（日）、19（日）
13：00~14：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし・
季節の工作など 小学生、25人

無料

多世代交流スペース
（あいパル2階）

直接
当日先着順

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1／7、14、21、28の火曜日
15：00~15：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、おはなし
など 未就学児、25人

絵本コーナー
おはなしの森

1／ 13（月）、27（月）
15：30~16：00
語り途中の入退場不可

図書館ボランティアとだ・おはなしの会
による昔話などの読み聞かせ、語り

年少以上の一人で話
を聞ける子、25人

赤ちゃんおはなし会 1／ 10（金）、24（金）
10：30~11：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童謡など
※「みんなでパルるんひろば」（10：30
～ 1 1：30）の活動の一部

未就園児とその保護
者、25組

キッズスペース
（あいパル2階）

ビブリオバトル
ワークショップ

1／ 13（祝・月）
10：00~11：30

ビブリオバトルのルール説明や少人数
で体験するワークショップ 誰でも、10人

多目的室
（あいパル1階）読書サロンふらっとカフェ 1／ 25（土）

14：00~15：30

本と会話を楽しむ90分
みんなで 1冊の本を読んで感想を語り
合う

誰でも、10人

パルシアター ①1／5（日）10：00~11：30
②2／2（日）10：00~11：30

①『トムとジェリー』、『綾小路きみまろ
爆笑 ! エキサイトライブ』②『ドナルド
ダック　ドナルドの磁石騒動』

誰でも、80人 ホール
（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 1／ 18（土）
13：00~13：45

絵本講師による絵本の選び方や絵本
による子育てについて
※おはなし会ではありません

0~2歳児の保護者、
25人

キッズスペース
（あいパル2階）

図書館の福袋 1／4（土）~19（日）
（無くなり次第、終了）

開けてみてのお楽しみの本の貸出　
※窓口で手続きが必要 誰でも 上戸田分館

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

【市民大学認定講座】
彩湖周辺の野鳥観察:晩冬

2／ 9（日）
10：00~12：00
※雨天実施

彩湖に訪れた渡鳥と冬の野鳥の生態
を観察　※バス移動

誰でも、20人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円
（教材費・
保険代） 彩湖自然学習

センター

1/9（木）～
電話可

竹を使ったものづくり 2／ 16（日）
10：00~12：00 竹を使った工作

誰でも、20人　
※小学生以下は保護
者同伴

100円
（教材費・
保険代）

1/16（木）～
電話可

申
込
　○直接 :費用を添えて各所へ ※申込順
　○ 電話可:電話で各所へ。費用が必要な講座は、指定日まで

に参加費を要支払い ※申込順

問い合わせ・受付時間　（休館日を除く）
　 図書館　☎442-2802　午前 10時~午後5時（正午～午後1時を除く）
　上戸田分館　☎442-1211　午前9時~午後9時30分
　彩湖自然学習センター　☎422-9991　午前 10時~午後4時30分
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償却資産申告
1月1日の時点で、事業用の償却資産（構築物、
機械、備品、テナントが設置した内装設備など）
を市内に所有する人は、固定資産税の算定の
ため、該当する資産の申告が必要です。
申告期限 1月31日（金）

 税務課（内線 281）

戸田人材の森
（戸田生涯学習人材バンク）
市民の皆さんのグループや団体が行う学習活動
に専門的な技術・技能などを持つ人を講師とし
て派遣する人材バンク事業を実施しています。
趣味や音楽、スポーツなど子どもから大人まで
学べる多彩な内容となっており、レクリエーシ
ョン活動や子どもの保護者の集まりなどでも利
用されています。詳しくは市ホームページや冊
子をご覧ください。

 生涯学習課（内線308）

市保養所「白田の湯」
4月29日（祝・水）～5月5日（祝・火）の利用（2
泊まで）は、専用の申込用紙で受け付けの上、
抽選で決定します。
申込用紙の配布期間 2月3日（月）～17日（月）
配布場所 市内公共施設ほか
申込 2月17日（月）必着　※インターネットか
らも申し込み可

 保養所予約窓口（防犯くらし交通課内）　
433-2213

生産緑地地区の変更
令和元年 12月26日付けで戸田都市計画生産
緑地地区（第9号生産緑地地区）を変更しまし
た。この変更に関して図書の縦覧を行っていま
す。
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線392）

多子世帯応援クーポン配布
多子世帯の子育て負担の軽減を図ることを目的
に、県の「3キュー子育てチケット」（5万円分）
に市が3万円分のチケットを上乗せして配布し
ます。平成31年4月～令和元年 12月生まれの
子どものいる対象世帯は、3月31日（火）が申
請期限となりますので、お早めにお申し込みく
ださい。
対象 平成31年4月1日以降に第3子以降の子
が生まれた世帯　※第 1子、第2子とも、18歳
未満で養育している場合に限る
金額 8万円分（県：5万円分、市：3万円分）
申請 スマートフォンまたはパソコンで　※詳し
くは市ホームページをご覧ください

申請期限 出生年の翌年3月31日まで
 こども家庭課（内線462）

コミュニティバスの南西循環の
時刻表およびルートの変更
変更日 1月16日（木）始発～（予定）
廃止停留所 南西循環⑫上戸田南保育園
新規停留所 南西循環⑫大前橋（戸田市南町8-5
付近）
時刻表の改正 午後4時台の運行を追加し、午
後5時台と最終（午後6時台）の時刻が 10分
繰り下げになります

 防犯くらし交通課（内線 286）

【例】
現行 変更後

15：00台 00
16：00台 00
17：00台 10
18：00台 10

15：00台 00
16：00台 休
17：00台 00
18：00台 00

就学援助・新入学児童生徒学用品費
（小・中学新1年生）入学前支給
経済的な理由により学用品費や給食費などの
支払いが困難な世帯に対して、新入学学用品費
を入学前の2月末に支給します。
対象 市内在住で、4月から市内小・中学校の新
1年生になる子がおり、経済的な事情で就学が
困難な家庭、または2月1日現在、戸田市で就
学援助（準要保護）の適用を受けている小学6
年生の保護者　※他自治体ですでに受給して
いる人は対象外
申込 1月8日（水）から市内小学校および下記
で配布する申請書を1月31日（金）までに入学
予定または通学している学校、または下記へ　
※郵送不可。すでに援助を受けている小学6
年生は手続き不要

 学務課（内線310）

文化財防火デー・文化財保護訓練
とき 1月24日（金）、午前9時30分～ 1 1時
ところ 妙顕寺境内（戸田市新曽2438番地）
内容 初期消火訓練、文化財搬出訓練、一斉放
水訓練など　※天候により中止の場合あり

 郷土博物館　443-5600

2020年農林業センサス
農林業センサスは、農林業の実態を明らかにす

ることを目的とし、統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。国や都道府県、市区町村
はもちろん各方面にわたり、広く利用できる総
合的な統計資料として活用されます。1月中旬か
ら調査員が訪問しますので、聞き取りや調査票
への回答にご協力ください。パソコンを使った
オンライン回答が可能です。是非ご活用ください。
対象 農林業関係者
調査時点　2月1日（土）

 情報政策統計課　229-3478

ＨＩＶ・梅毒即日検査
とき 1月19日（日）、午後0時30分～3時
ところ さいゆうヴィレッジ3階レンタルスペース
内容 ＨＩＶと梅毒の即日検査

 県健康づくり事業団　0493-81-6029　
※平日午前9時～午後5時

エンディングノート配付中
人生のよりよい終わりのため、もしものときに
備えて、葬儀やお墓、財産相続などの準備を予
めしておくことを総称して終活といいます。市
では、希望者にエンディングノートを無料で配
付し、終活を支援しています。
配布場所 下記、各地域包括支援センター

 長寿介護課（内線 292）

羽田空港機能強化住民説明会
飛行ルートの見直しに伴い、飛行経路となる近
隣市で説明会を開催します。
【蕨市】
とき ① 1月9日（木）、午後 2時～ 5時② 1月10
日（金）、午後5時～ 8時③ 1月11日（土）、午
後 2時～ 5時
ところ イトーヨーカドー錦町店 1階行政コーナー
【さいたま市】
とき ① 1月19日（日）、午後 2時～ 5時② 1月
20日（月）、午後 2時～ 5時③ 1月21日（火）、
午後5時～ 8時
ところ サウスピア 1階多目的室

 国土交通省特設電話窓口　0570-001-160
※IP電話からは03-5908-2420、12月30日
～ 1月3日を除く平日午前9時30分～午後 7時

労働保険料納期
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第3期分
の納期限は 1月31日（金）です。
手続きについては、厚生労働省または埼玉労
働局のホームページをご覧ください。

 県労働局労働保険徴収課　048-600-6203

国民年金は20歳から
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国
民年金加入のお知らせ」や納付書が届き、後日
年金手帳が送付されます。老後や、病気・けが
などで障害を負ったときに年金を受け取るため、
保険料を納めましょう。なお、学生などの理由
により保険料の納付が困難な場合は納付書に

お 知 ら せ
市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！

同封されている免除申請書をご提出ください。
申込 保険年金課（内線 213、214）

ダイオキシン類濃度の測定結果
ダイオキシン類調査結果一覧表（単位 :ng-TEQ/N㎥）

調査した
焼却炉 調査結果

蕨戸田衛生
センターに
適用される
基準値

測定結果
（平成
30年度）

3炉平均 0.093

法規制
基準値5
以下測定結果

（令和
元年度）

A号炉 0.1 1

B号炉 0.034

C号炉 0.14

3炉平均 0.095

・1ng（ナノグラム）→10億分の 1グラム
・TEQ→毒性等価換算濃度の略、いろいろな
ダイオキシン類を最も毒性の強いダイオキシン
に換算して表した濃度
・N㎥（ノルマル立方メートル）→0℃、1気圧の
標準状態における気体の単位

 蕨戸田衛生センター組合施設課　421-2802

リサイクルフラワーセンター運営
委託に係る公募型プロポーザル
申込 1月14日（火）～20日（月）　※土・日曜日
を除く。詳しくはホームページをご覧ください

 蕨戸田衛生センター組合　421-2800

宝くじの助成金を受けて整備しました
内容 市少年少女消防クラブ防災訓練用備品
（放送設備一式、救急教育訓練用資機材一式）
の整備

 消防本部予防課　420-2125

特定最低賃金改正
12月1日から、非鉄金属製造業、電子部品等
製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器
具等製造業、自動車小売業の最低賃金の時間
額が改正されました。詳しくは下記へお問い合
わせください。

 県労働局労働基準部賃金室　048-600-6205

体操選手教室実技審査（セレクション）
4月からのスポーツ教室のうち、以下のコース
は、実技審査合格者のみ受講できます。
内容 体操女子選手養成コース・体操男子選手
養成コース・器械運動男女週 2回コースセレク
ション
とき 2月2日（日）、午前9時30分～
ところ スポーツセンター 4階第2競技場
対象 〈体操女子選手養成コース〉新幼稚園年
中～新小学4年生女子、〈体操男子選手養成コ
ース〉新小学 1年生～新小学4年生男子、〈器
械運動男女週 2回コース〉新幼稚園年中～新小
学2年生男女
費用 1,000円 （審査料630円、保険料370円） 
※当日徴収
持ち物 動きやすい服装
申込 1月10日（金）午前9時～ 1月24日（金）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」で

 スポーツセンター　443-3523

Toda City Information
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ることを目的とし、統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。国や都道府県、市区町村
はもちろん各方面にわたり、広く利用できる総
合的な統計資料として活用されます。1月中旬か
ら調査員が訪問しますので、聞き取りや調査票
への回答にご協力ください。パソコンを使った
オンライン回答が可能です。是非ご活用ください。
対象 農林業関係者
調査時点　2月1日（土）

 情報政策統計課　229-3478

ＨＩＶ・梅毒即日検査
とき 1月19日（日）、午後0時30分～3時
ところ さいゆうヴィレッジ3階レンタルスペース
内容 ＨＩＶと梅毒の即日検査

 県健康づくり事業団　0493-81-6029　
※平日午前9時～午後5時

エンディングノート配付中
人生のよりよい終わりのため、もしものときに
備えて、葬儀やお墓、財産相続などの準備を予
めしておくことを総称して終活といいます。市
では、希望者にエンディングノートを無料で配
付し、終活を支援しています。
配布場所 下記、各地域包括支援センター

 長寿介護課（内線 292）

羽田空港機能強化住民説明会
飛行ルートの見直しに伴い、飛行経路となる近
隣市で説明会を開催します。
【蕨市】
とき ① 1月9日（木）、午後 2時～ 5時② 1月10
日（金）、午後5時～ 8時③ 1月11日（土）、午
後 2時～ 5時
ところ イトーヨーカドー錦町店 1階行政コーナー
【さいたま市】
とき ① 1月19日（日）、午後 2時～ 5時② 1月
20日（月）、午後 2時～ 5時③ 1月21日（火）、
午後5時～ 8時
ところ サウスピア 1階多目的室

 国土交通省特設電話窓口　0570-001-160
※IP電話からは03-5908-2420、12月30日
～ 1月3日を除く平日午前9時30分～午後 7時

労働保険料納期
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第3期分
の納期限は 1月31日（金）です。
手続きについては、厚生労働省または埼玉労
働局のホームページをご覧ください。

 県労働局労働保険徴収課　048-600-6203

国民年金は20歳から
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国
民年金加入のお知らせ」や納付書が届き、後日
年金手帳が送付されます。老後や、病気・けが
などで障害を負ったときに年金を受け取るため、
保険料を納めましょう。なお、学生などの理由
により保険料の納付が困難な場合は納付書に

同封されている免除申請書をご提出ください。
申込 保険年金課（内線 213、214）

ダイオキシン類濃度の測定結果
ダイオキシン類調査結果一覧表（単位 :ng-TEQ/N㎥）

調査した
焼却炉 調査結果

蕨戸田衛生
センターに
適用される
基準値

測定結果
（平成
30年度）

3炉平均 0.093

法規制
基準値5
以下測定結果

（令和
元年度）

A号炉 0.1 1

B号炉 0.034

C号炉 0.14

3炉平均 0.095

・1ng（ナノグラム）→10億分の 1グラム
・TEQ→毒性等価換算濃度の略、いろいろな
ダイオキシン類を最も毒性の強いダイオキシン
に換算して表した濃度
・N㎥（ノルマル立方メートル）→0℃、1気圧の
標準状態における気体の単位

 蕨戸田衛生センター組合施設課　421-2802

リサイクルフラワーセンター運営
委託に係る公募型プロポーザル
申込 1月14日（火）～20日（月）　※土・日曜日
を除く。詳しくはホームページをご覧ください

 蕨戸田衛生センター組合　421-2800

宝くじの助成金を受けて整備しました
内容 市少年少女消防クラブ防災訓練用備品
（放送設備一式、救急教育訓練用資機材一式）
の整備

 消防本部予防課　420-2125

特定最低賃金改正
12月1日から、非鉄金属製造業、電子部品等
製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器
具等製造業、自動車小売業の最低賃金の時間
額が改正されました。詳しくは下記へお問い合
わせください。

 県労働局労働基準部賃金室　048-600-6205

体操選手教室実技審査（セレクション）
4月からのスポーツ教室のうち、以下のコース
は、実技審査合格者のみ受講できます。
内容 体操女子選手養成コース・体操男子選手
養成コース・器械運動男女週 2回コースセレク
ション
とき 2月2日（日）、午前9時30分～
ところ スポーツセンター 4階第2競技場
対象 〈体操女子選手養成コース〉新幼稚園年
中～新小学4年生女子、〈体操男子選手養成コ
ース〉新小学 1年生～新小学4年生男子、〈器
械運動男女週 2回コース〉新幼稚園年中～新小
学2年生男女
費用 1,000円 （審査料630円、保険料370円） 
※当日徴収
持ち物 動きやすい服装
申込 1月10日（金）午前9時～ 1月24日（金）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」で

 スポーツセンター　443-3523

不用品登録窓口［市民対象］
● ゆずります
ベッド、テーブル・いすセット、扇風機、
子ども服（男児用50～ 60㎝）、たんす、
折りたたみ座卓、補聴器
● ゆずってください
まきば幼稚園制服・用品、電動三輪車、
大人用自転車、テレビ、ワープロ一式、折
りたたみ座卓、自転車用チャイルドカバー、
ベビーベッド、プレイジム（乳児用）、子ど
も服（男児用80㎝～、女児用80～ 90㎝）、
ミシン、ベビーゲート、ベビーカー、車いす、
茶箱、補聴器　※利用方法など詳しくは
お問い合わせください

 環境課（内線390）

コンディショニング講座
試合でベストパフォーマンスを出すために、自
宅で気軽に続けられるケアを学びましょう。
とき 2月2日（日）　〈午前の部〉午前 10時30
分～正午　〈午後の部〉午後1時30分～3時　
※内容は同じ
ところ スポーツセンター
対象・定員 18歳以上の市内在住・在勤者、各
回25人
費用　500円 （受講料 450円、保険料 50円）
※当日徴収
持ち物　動きやすい服装、タオル、飲み物
申込　1月6日（月）午前9時～ 1月22日（水）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」
で　※申込順

 スポーツセンター　443-3523

スポーツセンターテニス2・3級審査
初級クラス以外の受講希望者は2・3級審査に
合格して資格の取得をしてください。
とき 2月7日（金）、午後 2時
ところ スポーツセンター第 1競技場（体育館）
対象 18歳以上の人
費用 580円（審査料530円、保険料50円）　
※当日徴収
持ち物 室内シューズ、テニスラケット
申込 1月10日（金）午前9時～ 1月31日（金）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」で

 スポーツセンター　443-3523

ジュニアテニス選手養成コース
（硬式）選考会
4月からのジュニアテニス選手養成コースは、
選考会合格者のみ受講できます。
とき 2月7日（金）、午後3時30分
ところ スポーツセンター第 1競技場（体育館）
対象・定員 市内在住の新小学2～ 4年生、若
干名
費用 580円 （審査料530円、保険料50円）
※当日徴収
持ち物 室内シューズ、テニスラケット　※ラケ
ットがない人はお貸しします。ただし、合格して
教室を受講する場合は用意していただきます
申込 1月10日（金）午前9時～ 1月31日（金）
午後 7時に下記ホームページ「イベント情報」で

 スポーツセンター　443-3523

《今月の納税》
市・県民税…第4期分　
国民健康保険税…第7期分
納期限は、1月31日（金）です。必ず納期内に
納付してください。毎週水曜日（祝日･年末
年始を除く）は午後 7時まで業務を延長して
います。納税には便利な「口座振替納付」「コ
ンビニ納付」「ペイジー納付」「クレジットカ
ード納付」をご利用ください。　※コンビニ
での取り扱いは、納付書 1枚の納付額が30
万円以下の場合のみ
《日曜納税窓口》
市税・国民健康保険税の日曜納税窓口を開
設しますので、ぜひご利用ください。
とき 2月2日（日）、午前9時～午後5時
ところ 市役所2階収納推進課

 収納推進課（内線643）

「田島ケ原サクラソウ自生地」で
草焼き
とき 1月15日（水）、午前9時～午後 2時（予定）
ところ 田島ケ原サクラソウ自生地〔桜草公園内
（さいたま市桜区田島）ほか〕
内容 国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラ
ソウ自生地」で、サクラソウの芽吹きを促進す
るため、草焼きを実施　※煙や降灰の発生が
予想されます。作業の進行状況では午後4時ま
で実施することがあり、天候により実施できな
い場合は、翌日以降に延期します

 さいたま市文化財保護課　048-829-1723

市美術協会展（会員展）
とき 1月30日（木）～2月2日（日）、午前 10時～
午後5時　※初日1月30日（木）は午後1時から、
最終日2月2日（日）は午後3時まで
ところ 文化会館2階展示室
内容 水彩、油彩、水墨画、工芸（七宝）、彫塑

そ

 市美術協会 石橋　442-3566

特設人権相談
法務大臣が委嘱した人権擁護委員に、差別、
いじめ、家庭問題、相隣、人権侵害などの困り
ごと、心配ごとをお気軽にご相談ください。　
※費用無料、秘密は堅く守ります
とき 1月9日（木）、午前 10時～正午
ところ 市役所5階502会議室

 防犯くらし交通課（内線656）

犯罪被害者支援特設相談
とき 1月22日（水）、午後 2時～ 4時　
※費用無料
ところ 市役所3階相談室
内容 埼玉犯罪被害者援助センターの相談員に
よる犯罪被害に関する相談　※要事前予約

 防犯くらし交通課（内線656）

日曜法律相談
弁護士による無料の法律相談です。
とき 2月2日（日）、午前 10時～正午　
※相談時間は30分
ところ 市役所3階相談室
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