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児童センター こどもの国 開館時間は午前 9時～午後9時。
★印は当日受付、●印は往復はがきで事前申し込みが必要。

1月January ま ち の 情 報
相談内容 相談日 時間 ところ

よろず相談／犯罪被害者支援総合相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 15分 防犯くらし交通課［3階］
法律相談 毎週火･金曜日 ※予約制 午前 10時～午後3時 市民相談室［3階］

● 14日の法律相談はありません。
●法律相談は申込順。火曜日・金曜日の法律相談の予
約は前日、日曜法律相談の予約は前々日（金曜日）の
午前9時～午後5時に防犯くらし交通課（内線 270）へ。
●国税相談、土地家屋調査士相談、司法書士相談は
申込順。午前8時30分～午後5時に防犯くらし交通
課（内線 270）へ。
●公正証書・遺言相談、犯罪被害者支援特設相談の
予約は前日午後3時まで。
※正午～午後1時は休憩時間

司法書士相談 毎週木曜日 ※予約制 午前 10時～正午
国税相談 1／ 20（月） ※予約制 午前 10時～午後3時
公正証書・遺言相談 1／ 8 （水） ※予約制 午後1時30分～ 4時
土地家屋調査士相談 1／ 16（木） ※予約制 午前 10時～正午
犯罪被害者支援特設相談 1／ 22（水） ※予約制 午後 2時～ 4時
住まいの何でも相談 1／6（月） 午後1時～ 3時30分
厚生年金・労務相談 1／ 27（月） 午前 10時～午後3時
人権相談 1／ 9（木） 午前 10時～正午 市役所5階502会議室
消費生活相談（振り込め詐欺・契約・
インターネットトラブルなど） 月～金曜日 午前 10時～午後4時 

※受付：午後3時30分まで
消費生活センター
［3階防犯くらし交通課内］
●多重債務相談、家計相談は申込順。予約は午前 10
時～午後3時に　  433-5724（直通）へ。
※正午～午後1時は休憩時間

多重債務相談 毎週月･木曜日 ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで
家計相談 1／ 10（金） ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで

市民相談日

文化会館
市民ミュージカル
「ザ・リバー ―二本の櫂―2020」
開演日時 2月9日（日）、【青組】午後1時～、【白組】
午後4時30分～
入場料 全席自由　一般 1,000円　高校生以下
500円　※高校生以下は要学生証提示
前売情報 前売中　会  さ  プ  オンライン  

第 18回合唱団と歌おう！ 
開演日時 2月22日（土）、午後 2時30分～
入場料 無料
会場 1階エントランスロビー
出演 荒川のうた合唱団
※市合唱連盟協力事業

第2回ＤＡＮＣＥワークショップ
タップダンスワークショップ
～ジャズダンスの基礎も一緒に学ぼう！～
とき　2月29日（土）、3月1日（日）、7日（土）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、午後2時～5時
ところ　5階多目的ルームＡ
対象・定員　小学校3年生以上の市内在住・在勤・
在学者　約30人　※応募多数の場合は抽選
※経験は問いません。18歳未満の人は、保護者の
同意が必要。全日程に参加できる人
費用　全6回、8,000円（保険代含む）
持ち物　タップシューズ
申込　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持
参、または郵送・電子メール（bunka-kaikan@
todacity-culturehall.jp）・ＦＡＸ（445-1310）に
て文化会館へご提出ください。申込用紙は下記およ
び下記ホームページで取得可。申込期間は 1月5日
（日）～2月16日（日）必着。持参での申込は休館日
および臨時休館日を除く

 文化会館　445-1311

臨時休館日のお知らせ
1月9日（木）は設備点検のため、臨時休館です。

文化会館改修工事のお知らせ
現在、全館休館期間を含む大規模改修工事を行っ
ています。〈令和3年 1月上旬まで（予定）〉
改修工事期間中の利用可能施設においては、利用

児童センター プリムローズ 開館時間は午前9時～午後6時。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話可）。
各イベントの申し込みは4日（土）から開館時間中に受け付けます。

申込・問い合わせ
こどもの国　  443-2387
毎月第3水曜（今月は15日）と年始（1
～3日）は休館日です。

申込方法　往復はがきの往信に講座名、参加
者氏名（親子対象講座は親子の氏名）、生年月日
（親子対象講座は親子の生年月日）、住所、電話
番号を、返信に住所、氏名を記入してこどもの
国（〒335-0023 戸田市本町 1-17-7）へ　
※応募多数は抽選。当日受付講座は、講座開
始30分前から受付

1月の特別イベント
★ 節分お楽しみ会
25日（土）13：00～ 15：00　全児童（未就学
児は保護者同伴）

未就学児向け講座
★ ポンダンス（ちびっこクラス）
11日（土）10：00～ 10：50　平成25年4月～
平成28年3月生まれ（年少～年長）先着30人
【持ち物】室内履き、飲み物、運動ができる服装
（スカート不可）
★ えいごでヒップホップ（ちびっこクラス）
5日（日）10：00～ 11：00　平成25年4月～
平成27年3月生まれ（年中・年長）先着 10人
【持ち物】室内履き、飲み物
★ キッズクラブ
8日（水）、22日（水）10：30～　2・3歳児と
保護者　先着 15組

★ えいごでヒップホップ（ジュニアクラス）
5日（日）11：00～ 12：00　小学生　先着 10人
【持ち物】室内履き、飲み物
★ テニス講座（ジュニアクラス）
26日（日）　※詳しくはお問い合わせください
【持ち物】室内履き、飲み物
★ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう
11日（土）、25日（土）14：00～ 15：30　小
学生以上

全児童向け講座
★ 伝統文化親子教室
19日（日）14：00～ 15：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）
★ おりがみタイム
19日（日）10：00～ 11：00　全児童（未就学
児は保護者同伴）先着 15人
★ オリジナルカレンダーをつくろう
28日（火）① 11：00～② 15：00～　全児童 
（未就学児は保護者同伴）各回先着 15人

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室 1　※講座などがない日のみ

こどもお悩み相談
10：30～ 16：00

★ 親と子の楽しい絵本の会
9日（木）、23日（木）11：00～　未就学児と
保護者
★ 体操の先生とあそぼう
24日（金）10：00～ 11：00　1歳～未就学児
と保護者　先着35組
★ 戸田遊び場・遊ぼう会　ちびっこぼうけんひろば
23日（木）10：00～ 13：00　未就学児と保
護者　※雨天中止
【持ち物】着替え、飲み物、希望者のみ弁当
★ テニス講座（ちびっこクラス）
26日（日）※詳しくはお問い合わせください
【持ち物】室内履き、飲み物
★ ちびっこアトリエ（個人作品）
29日（水）10：00～　未就学児と保護者
【持ち物】汚れてもよい服装
● ベビーサイン体験会
30日（木）10：30～ 12：00　2カ月～ 1歳未
満の乳児と保護者　15組
【申込】1月22日（水）まで
● お誕生日会
27日（月）① 10：00～② 11：00～　1月生ま
れの未就学児と保護者　各回 15人
【申込】1月14日（火）までに当館受付へ。申し
込み時に手形と親子写真をとります

小学生向け講座
★ ポンダンス（ジュニアクラス）
11日（土）11：00～ 12：00　小学生　先着30人
【持ち物】室内履き、飲み物、運動ができる服装
（スカート不可）

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第 1月曜（今月は6日）と年始（1～
3日）は休館日です。
1月のスペシャルイベント
★ お正月遊び（羽子板・だるま落としなど）
4日（土）、5日（日）14：30～ 15：30　全児童
★ 真冬のスポーツDAY！
13日（祝・月）14：00～ 16：00　全児童
● 冬の押し花教室
25日（土）13：00～　小学生以上　15人
★ ニューイヤー・コンサート
19日（日）15：00～　全児童

地域子育て支援拠点事業
★ さんさん広場
月・火・金曜日（3日（金）、6日（月）、13日（祝・
月）を除く）10：00～ 14：00　※7日（火）
は 10：00～ 13：00の短縮実施
0～3歳の未就園児と保護者
★ 子育ておしゃべりサロン「子育てのＷＡ！」
16日（木）10：30～ 12：00
0～3歳の未就園児と保護者

乳幼児向けイベント
★ ミニ砂場
※天候により変更あり
月～金曜日（1日（水）～ 3日（金）、6日（月）、 
7日（火）、13日（祝・月）を除く）　10：30～14：00
0～3歳の未就園児と保護者

ものづくりの時間講座
★ コマづくり
12日（日）14：30～ 15：30　全児童

年中行事
★ みんなでいっしょに遊ぶ時間
　 「今日何して遊ぶ？」
毎週火・木・金曜日（2日（木）、3日（金）を除く）
15：30～　小学生以上
★ パソコン室開放
毎週土・日曜日（4日（土）、5日（日）を除く）
10：30～ 12：00　小学生以上
★ 昔遊びの時間
毎週水曜日（1日を除く）15：30～　全児童
★ いろいろ工作
20日（月）、27日（月）15：30～　
全児童
★ 将棋で遊ぼう
18日（土）、25日（土）13：30～　全児童
★竹馬の時間
※天候により中止あり
毎週土曜日（4日を除く）14：30～ 15：30　
全児童

子どもなんでも相談
11：00～ 16：00　お気軽にご相談ください

★ おもちゃの日
毎週木曜日（2日を除く）10：30～ 14：00
0～3歳の未就園児と保護者
● 【登録制】幼児クラス
りんご組 ①9日（木）、23日（木）10：00～
 ②8日（水）、22日（水）11：00～
 1～2歳6カ月の親子
めろん組 ①8日（水）、22日（水）10：00～
 ②9日（木）、23日（木）11：00～
 2歳6カ月～の未就園児と保護者
★ おもちゃプリムランド
10日（金）10：30～ 12：00　未就学児と保護者
● 0歳児親子のつどい　いちご組
15日（水）10：30～　0歳児と保護者　15組
● ドレミ♪のじかん
20日（月）、31日（金）① 10：00～② 11：00～
歩行が安定した幼児と保護者　各回 15組
★ おはなしの木
21日（火）11：00～　未就学児と保護者
★ ちびっこコンサート
27日（月）11：00～　未就学児と保護者
● 【登録制】わくわく運動クラス
29日（水）① 10：00～② 11：00～
2歳6カ月～の未就園児　各15人

将棋講座
● 【登録制】将棋を指そう
11日（土）13：30～
駒の名前と動かし方が分かる児童
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児童センター こどもの国 開館時間は午前 9時～午後9時。
★印は当日受付、●印は往復はがきで事前申し込みが必要。

1月January ま ち の 情 報
相談内容 相談日 時間 ところ

よろず相談／犯罪被害者支援総合相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 15分 防犯くらし交通課［3階］
法律相談 毎週火･金曜日 ※予約制 午前 10時～午後3時 市民相談室［3階］

● 14日の法律相談はありません。
●法律相談は申込順。火曜日・金曜日の法律相談の予
約は前日、日曜法律相談の予約は前々日（金曜日）の
午前9時～午後5時に防犯くらし交通課（内線 270）へ。
●国税相談、土地家屋調査士相談、司法書士相談は
申込順。午前8時30分～午後5時に防犯くらし交通
課（内線 270）へ。
●公正証書・遺言相談、犯罪被害者支援特設相談の
予約は前日午後3時まで。
※正午～午後1時は休憩時間

司法書士相談 毎週木曜日 ※予約制 午前 10時～正午
国税相談 1／ 20（月） ※予約制 午前 10時～午後3時
公正証書・遺言相談 1／ 8 （水） ※予約制 午後1時30分～ 4時
土地家屋調査士相談 1／ 16（木） ※予約制 午前 10時～正午
犯罪被害者支援特設相談 1／ 22（水） ※予約制 午後 2時～ 4時
住まいの何でも相談 1／6（月） 午後1時～ 3時30分
厚生年金・労務相談 1／ 27（月） 午前 10時～午後3時
人権相談 1／ 9（木） 午前 10時～正午 市役所5階502会議室
消費生活相談（振り込め詐欺・契約・
インターネットトラブルなど） 月～金曜日 午前 10時～午後4時 

※受付：午後3時30分まで
消費生活センター
［3階防犯くらし交通課内］
●多重債務相談、家計相談は申込順。予約は午前 10
時～午後3時に　  433-5724（直通）へ。
※正午～午後1時は休憩時間

多重債務相談 毎週月･木曜日 ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで
家計相談 1／ 10（金） ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで

市民相談日

文化会館
市民ミュージカル
「ザ・リバー ―二本の櫂―2020」
開演日時 2月9日（日）、【青組】午後1時～、【白組】
午後4時30分～
入場料 全席自由　一般 1,000円　高校生以下
500円　※高校生以下は要学生証提示
前売情報 前売中　会  さ  プ  オンライン  

第 18回合唱団と歌おう！ 
開演日時 2月22日（土）、午後 2時30分～
入場料 無料
会場 1階エントランスロビー
出演 荒川のうた合唱団
※市合唱連盟協力事業

第2回ＤＡＮＣＥワークショップ
タップダンスワークショップ
～ジャズダンスの基礎も一緒に学ぼう！～
とき　2月29日（土）、3月1日（日）、7日（土）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、午後2時～5時
ところ　5階多目的ルームＡ
対象・定員　小学校3年生以上の市内在住・在勤・
在学者　約30人　※応募多数の場合は抽選
※経験は問いません。18歳未満の人は、保護者の
同意が必要。全日程に参加できる人
費用　全6回、8,000円（保険代含む）
持ち物　タップシューズ
申込　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持
参、または郵送・電子メール（bunka-kaikan@
todacity-culturehall.jp）・ＦＡＸ（445-1310）に
て文化会館へご提出ください。申込用紙は下記およ
び下記ホームページで取得可。申込期間は 1月5日
（日）～2月16日（日）必着。持参での申込は休館日
および臨時休館日を除く

 文化会館　445-1311

臨時休館日のお知らせ
1月9日（木）は設備点検のため、臨時休館です。

文化会館改修工事のお知らせ
現在、全館休館期間を含む大規模改修工事を行っ
ています。〈令和3年 1月上旬まで（予定）〉
改修工事期間中の利用可能施設においては、利用

児童センター プリムローズ 開館時間は午前9時～午後6時。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話可）。
各イベントの申し込みは4日（土）から開館時間中に受け付けます。

申込・問い合わせ
こどもの国　  443-2387
毎月第3水曜（今月は15日）と年始（1
～3日）は休館日です。

申込方法　往復はがきの往信に講座名、参加
者氏名（親子対象講座は親子の氏名）、生年月日
（親子対象講座は親子の生年月日）、住所、電話
番号を、返信に住所、氏名を記入してこどもの
国（〒335-0023 戸田市本町 1-17-7）へ　
※応募多数は抽選。当日受付講座は、講座開
始30分前から受付

1月の特別イベント
★ 節分お楽しみ会
25日（土）13：00～ 15：00　全児童（未就学
児は保護者同伴）

未就学児向け講座
★ ポンダンス（ちびっこクラス）
11日（土）10：00～ 10：50　平成25年4月～
平成28年3月生まれ（年少～年長）先着30人
【持ち物】室内履き、飲み物、運動ができる服装
（スカート不可）
★ えいごでヒップホップ（ちびっこクラス）
5日（日）10：00～ 11：00　平成25年4月～
平成27年3月生まれ（年中・年長）先着 10人
【持ち物】室内履き、飲み物
★ キッズクラブ
8日（水）、22日（水）10：30～　2・3歳児と
保護者　先着 15組

★ えいごでヒップホップ（ジュニアクラス）
5日（日）11：00～ 12：00　小学生　先着 10人
【持ち物】室内履き、飲み物
★ テニス講座（ジュニアクラス）
26日（日）　※詳しくはお問い合わせください
【持ち物】室内履き、飲み物
★ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう
11日（土）、25日（土）14：00～ 15：30　小
学生以上

全児童向け講座
★ 伝統文化親子教室
19日（日）14：00～ 15：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）
★ おりがみタイム
19日（日）10：00～ 11：00　全児童（未就学
児は保護者同伴）先着 15人
★ オリジナルカレンダーをつくろう
28日（火）① 11：00～② 15：00～　全児童 
（未就学児は保護者同伴）各回先着 15人

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室 1　※講座などがない日のみ

こどもお悩み相談
10：30～ 16：00

★ 親と子の楽しい絵本の会
9日（木）、23日（木）11：00～　未就学児と
保護者
★ 体操の先生とあそぼう
24日（金）10：00～ 11：00　1歳～未就学児
と保護者　先着35組
★ 戸田遊び場・遊ぼう会　ちびっこぼうけんひろば
23日（木）10：00～ 13：00　未就学児と保
護者　※雨天中止
【持ち物】着替え、飲み物、希望者のみ弁当
★ テニス講座（ちびっこクラス）
26日（日）※詳しくはお問い合わせください
【持ち物】室内履き、飲み物
★ ちびっこアトリエ（個人作品）
29日（水）10：00～　未就学児と保護者
【持ち物】汚れてもよい服装
● ベビーサイン体験会
30日（木）10：30～ 12：00　2カ月～ 1歳未
満の乳児と保護者　15組
【申込】1月22日（水）まで
● お誕生日会
27日（月）① 10：00～② 11：00～　1月生ま
れの未就学児と保護者　各回 15人
【申込】1月14日（火）までに当館受付へ。申し
込み時に手形と親子写真をとります

小学生向け講座
★ ポンダンス（ジュニアクラス）
11日（土）11：00～ 12：00　小学生　先着30人
【持ち物】室内履き、飲み物、運動ができる服装
（スカート不可）

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第 1月曜（今月は6日）と年始（1～
3日）は休館日です。
1月のスペシャルイベント
★ お正月遊び（羽子板・だるま落としなど）
4日（土）、5日（日）14：30～ 15：30　全児童
★ 真冬のスポーツDAY！
13日（祝・月）14：00～ 16：00　全児童
● 冬の押し花教室
25日（土）13：00～　小学生以上　15人
★ ニューイヤー・コンサート
19日（日）15：00～　全児童

地域子育て支援拠点事業
★ さんさん広場
月・火・金曜日（3日（金）、6日（月）、13日（祝・
月）を除く）10：00～ 14：00　※7日（火）
は 10：00～ 13：00の短縮実施
0～3歳の未就園児と保護者
★ 子育ておしゃべりサロン「子育てのＷＡ！」
16日（木）10：30～ 12：00
0～3歳の未就園児と保護者

乳幼児向けイベント
★ ミニ砂場
※天候により変更あり
月～金曜日（1日（水）～ 3日（金）、6日（月）、 
7日（火）、13日（祝・月）を除く）　10：30～14：00
0～3歳の未就園児と保護者

ものづくりの時間講座
★ コマづくり
12日（日）14：30～ 15：30　全児童

年中行事
★ みんなでいっしょに遊ぶ時間
　 「今日何して遊ぶ？」
毎週火・木・金曜日（2日（木）、3日（金）を除く）
15：30～　小学生以上
★ パソコン室開放
毎週土・日曜日（4日（土）、5日（日）を除く）
10：30～ 12：00　小学生以上
★ 昔遊びの時間
毎週水曜日（1日を除く）15：30～　全児童
★ いろいろ工作
20日（月）、27日（月）15：30～　
全児童
★ 将棋で遊ぼう
18日（土）、25日（土）13：30～　全児童
★竹馬の時間
※天候により中止あり
毎週土曜日（4日を除く）14：30～ 15：30　
全児童

子どもなんでも相談
11：00～ 16：00　お気軽にご相談ください

★ おもちゃの日
毎週木曜日（2日を除く）10：30～ 14：00
0～3歳の未就園児と保護者
● 【登録制】幼児クラス
りんご組 ①9日（木）、23日（木）10：00～
 ②8日（水）、22日（水）11：00～
 1～2歳6カ月の親子
めろん組 ①8日（水）、22日（水）10：00～
 ②9日（木）、23日（木）11：00～
 2歳6カ月～の未就園児と保護者
★ おもちゃプリムランド
10日（金）10：30～ 12：00　未就学児と保護者
● 0歳児親子のつどい　いちご組
15日（水）10：30～　0歳児と保護者　15組
● ドレミ♪のじかん
20日（月）、31日（金）① 10：00～② 11：00～
歩行が安定した幼児と保護者　各回 15組
★ おはなしの木
21日（火）11：00～　未就学児と保護者
★ ちびっこコンサート
27日（月）11：00～　未就学児と保護者
● 【登録制】わくわく運動クラス
29日（水）① 10：00～② 11：00～
2歳6カ月～の未就園児　各15人

将棋講座
● 【登録制】将棋を指そう
11日（土）13：30～
駒の名前と動かし方が分かる児童
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開館時間は午前 9時～午後9時。
★印は当日受付、●印は往復はがきで事前申し込みが必要。

電話案内
消防テレホンガイド  0180-994-996
防災とだテレホンサービス b0120-13-8882
粗大ごみ専用ダイヤル  424-5747

優勝戦出場選手インタビュー
9日（木） 6レース発売中、ステージ『Riva』
16日（木） 6レース発売中、ステージ『Riva』
26日（日） 6レース発売中、ステージ『Riva』
2月3日（月） 6レース発売中、ステージ『Riva』
　
優勝者表彰式・優勝者インタビュー
16日（木） 優勝戦終了後、ステージ『Riva』
2月3日（月） 優勝戦終了後、ステージ『Riva』
　
ボートレース開催日程
3日（金）～9日（木）　第50回埼玉選手権・スポーツ
ニッポン杯争奪戦
11日（土）～13日（祝・月）　ファン感謝3Daysボート
レースバトルトーナメント　（尼崎）場外発売
12日（日）～16日（木）　第52回東京中日スポーツ杯
18日（土）～19日（日）　GⅢオールレディース 江戸
川女王決定戦（2準優制）　（江戸川）場外発売
21日（火）～26日（日）　スカパー!・JLC杯戸田ルー
キーシリーズ第2戦
30日（木）～2月3日（月）　BOAT KIDS PARKモー
ヴィ戸田杯・第10回太田胃散カップ
　
問い合わせ 戸田競艇企業団　 441-7711

会　戸田市文化会館  445-1311
さ　さくらパル  229-1061
ぴ　チケットぴあ  0570-02-9999 https://t.pia.jp/
ロ　ローソンチケット  0570-000-777
　イープラス　https://eplus.jp/

※公演により電話番号が特設になる場合もあります
プ　市内プレイガイド
群泉堂  442-3601
埼玉新聞社チケットセンター  048-653-9022（平日のみ）
蕨市民会館  445-7660
オンライン　オンラインチケットサービス
文化会館ホームページからチケットが購入できます
友　文化会館友の会対象事業
指定事業の料金割引・優先予約（文化会館取り扱いのみ）

※プレイガイドの受付時間は、各プレイガイドにお問い合わせ
ください。プレイガイドにより、手数料が発生する場合があり
ます。公演により、当日料金を増額する場合や、会館での販
売できる枚数および一人当たりの購入枚数を制限する場合が
あります。また、文化会館のチケット前売初日は、発売開始
時のみ来館者が優先となります（電話予約可）。チケットの予
約・購入後のキャンセル（返金）・交換はできません。表記し
ている入場料金は、全て消費税込みです

相談内容 相談日 時間 ところ
よろず相談／犯罪被害者支援総合相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 15分 防犯くらし交通課［3階］
法律相談 毎週火･金曜日 ※予約制 午前 10時～午後3時 市民相談室［3階］

● 14日の法律相談はありません。
●法律相談は申込順。火曜日・金曜日の法律相談の予
約は前日、日曜法律相談の予約は前々日（金曜日）の
午前9時～午後5時に防犯くらし交通課（内線 270）へ。
●国税相談、土地家屋調査士相談、司法書士相談は
申込順。午前8時30分～午後5時に防犯くらし交通
課（内線 270）へ。
●公正証書・遺言相談、犯罪被害者支援特設相談の
予約は前日午後3時まで。
※正午～午後1時は休憩時間

司法書士相談 毎週木曜日 ※予約制 午前 10時～正午
国税相談 1／ 20（月） ※予約制 午前 10時～午後3時
公正証書・遺言相談 1／ 8 （水） ※予約制 午後1時30分～ 4時
土地家屋調査士相談 1／ 16（木） ※予約制 午前 10時～正午
犯罪被害者支援特設相談 1／ 22（水） ※予約制 午後 2時～ 4時
住まいの何でも相談 1／6（月） 午後1時～ 3時30分
厚生年金・労務相談 1／ 27（月） 午前 10時～午後3時
人権相談 1／ 9（木） 午前 10時～正午 市役所5階502会議室
消費生活相談（振り込め詐欺・契約・
インターネットトラブルなど） 月～金曜日 午前 10時～午後4時 

※受付：午後3時30分まで
消費生活センター
［3階防犯くらし交通課内］
●多重債務相談、家計相談は申込順。予約は午前 10
時～午後3時に　  433-5724（直通）へ。
※正午～午後1時は休憩時間

多重債務相談 毎週月･木曜日 ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで
家計相談 1／ 10（金） ※予約制 午前 10時～午後4時 ※受付：午後3時まで

市民相談日

ボートレース戸田

文化会館
市民ミュージカル
「ザ・リバー ―二本の櫂―2020」
開演日時 2月9日（日）、【青組】午後1時～、【白組】
午後4時30分～
入場料 全席自由　一般 1,000円　高校生以下
500円　※高校生以下は要学生証提示
前売情報 前売中　会  さ  プ  オンライン  

第 18回合唱団と歌おう！ 
開演日時 2月22日（土）、午後 2時30分～
入場料 無料
会場 1階エントランスロビー
出演 荒川のうた合唱団
※市合唱連盟協力事業

第2回ＤＡＮＣＥワークショップ
タップダンスワークショップ
～ジャズダンスの基礎も一緒に学ぼう！～
とき　2月29日（土）、3月1日（日）、7日（土）、14日（土）、
15日（日）、21日（土）、午後2時～5時
ところ　5階多目的ルームＡ
対象・定員　小学校3年生以上の市内在住・在勤・
在学者　約30人　※応募多数の場合は抽選
※経験は問いません。18歳未満の人は、保護者の
同意が必要。全日程に参加できる人
費用　全6回、8,000円（保険代含む）
持ち物　タップシューズ
申込　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持
参、または郵送・電子メール（bunka-kaikan@
todacity-culturehall.jp）・ＦＡＸ（445-1310）に
て文化会館へご提出ください。申込用紙は下記およ
び下記ホームページで取得可。申込期間は 1月5日
（日）～2月16日（日）必着。持参での申込は休館日
および臨時休館日を除く

 文化会館　445-1311

臨時休館日のお知らせ
1月9日（木）は設備点検のため、臨時休館です。

文化会館改修工事のお知らせ
現在、全館休館期間を含む大規模改修工事を行っ
ています。〈令和3年 1月上旬まで（予定）〉
改修工事期間中の利用可能施設においては、利用

時に騒音や振動などが発生する場合があります。ま
た、工事期間中は駐車場の利用に制限があり、ご不
便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願
いします。詳しくは、文化会館ホームページをご確認
ください。
　
事務室・総合受付移転のお知らせ
現在、改修工事のため、1階事務室・総合受付は2
階展示室へ移転しています。
なお、1月10日（金）より1階事務室・総合受付にて
通常業務となります。
※1月7日（火）の午後1時～ 6時は復旧作業のため、
受付業務は休止となります（1月8日（水）・9日（木）
は休館日および臨時休館日）

休館日は第 2水曜日です。
ホームページ http://www.todacity-culturehall.jp

ボートレース戸
田から、イベン
ト、ファンサー
ビスの一例を紹
介します。

プレイガイドなど

開館時間は午前9時～午後6時。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話可）。
各イベントの申し込みは4日（土）から開館時間中に受け付けます。

★ えいごでヒップホップ（ジュニアクラス）
5日（日）11：00～ 12：00　小学生　先着 10人
【持ち物】室内履き、飲み物
★ テニス講座（ジュニアクラス）
26日（日）　※詳しくはお問い合わせください
【持ち物】室内履き、飲み物
★ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう
11日（土）、25日（土）14：00～ 15：30　小
学生以上

全児童向け講座
★ 伝統文化親子教室
19日（日）14：00～ 15：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）
★ おりがみタイム
19日（日）10：00～ 11：00　全児童（未就学
児は保護者同伴）先着 15人
★ オリジナルカレンダーをつくろう
28日（火）① 11：00～② 15：00～　全児童 
（未就学児は保護者同伴）各回先着 15人

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室 1　※講座などがない日のみ

こどもお悩み相談
10：30～ 16：00

ものづくりの時間講座
★ コマづくり
12日（日）14：30～ 15：30　全児童

年中行事
★ みんなでいっしょに遊ぶ時間
　 「今日何して遊ぶ？」
毎週火・木・金曜日（2日（木）、3日（金）を除く）
15：30～　小学生以上
★ パソコン室開放
毎週土・日曜日（4日（土）、5日（日）を除く）
10：30～ 12：00　小学生以上
★ 昔遊びの時間
毎週水曜日（1日を除く）15：30～　全児童
★ いろいろ工作
20日（月）、27日（月）15：30～　
全児童
★ 将棋で遊ぼう
18日（土）、25日（土）13：30～　全児童
★竹馬の時間
※天候により中止あり
毎週土曜日（4日を除く）14：30～ 15：30　
全児童

子どもなんでも相談
11：00～ 16：00　お気軽にご相談ください
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