
 文化スポーツ課（内線339）

年金受給者の源泉徴収票
老齢年金の受給者には、日本年金機構から「公
的年金等の源泉徴収票」が 1月中に発送されて
います。この源泉徴収票に記載されている支払
金額は、介護保険料などを天引きする前の金額
のため、実際の支払額とは異なる場合がありま
す。源泉徴収票を紛失した場合は、再交付も可
能です。障害年金や遺族年金は非課税のため、
源泉徴収票は送付されません。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

障害者控除対象者認定書の交付
65歳以上（令和元年 1 2月31日現在）で要介護
１～５の介護保険認定者は、障害者手帳などの
交付を受けていない方でも障害者控除の適用を
受けることができます。手帳を持っていない申
請者には、控除適用に必要な認定書を交付しま
す。申請に係る必要書類などについては、お問
い合わせください。 

 長寿介護課（内線292）

生産緑地地区の変更案の縦覧
都市計画法の規定により、『戸田都市計画生産
緑地地区』の変更案の縦覧を行います。
とき 2月10日（月）～25日（火）、午前8時30分
～午後5時 1 5分　※土・日曜日、祝日を除く
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線392）

530（ゴミゼロ）運動実践活動の実施
まちをきれいにすることで、川や海へ流れ出る
ごみが減り、海洋汚染の防止にもつながります。
1人でも多くの皆さんの積極的なご参加・ご協
力をお願いします。
とき 3月 1日（日）、午前8時～9時　※雨天時
は8日（日）に延期
ところ 事前に各町会・自治会の衛生自治会長
などにご確認ください。活動
場所はお住まいの地区・自治
会ごとに異なります　※家庭
ごみ・粗大ごみは出さないで
ください。回収はしません

 戸田530運動推進連絡会事務局（環境課内）
（内線390）

とだグリーンウェイブ2020
グリーンウェイブとは、5月22日の「国際生物
多様性の日」を中心に、生物多様性条約事務局
が生物多様性保全のための行動を呼びかける、
世界共通のキャンペーンです。国内では、3月
1日～6月 1 5日の期間で活動が呼びかけられ、
市でも「とだグリーンウェイブ2020」を実施し
ます。
①苗木の配布（第 1期）
とき・ところ 期間中の毎週水曜日に現地にて配
布

令和4年度以降の成人式
成年年齢を20歳から 1 8歳に引き下げる「民法
の一部を改正する法律」が、令和4年4月 1日に
施行されることになりましたが、市では施行後
も、20歳を対象に成人式を実施します。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

 児童青少年課（内線669）

Jアラートの一斉試験放送
地震や武力攻撃などの非常時に備え、防災行政
無線による情報伝達試験を行います。全国的に
実施されるため、近隣自治体の防災行政無線か
らも同様の放送が行われます。
とき 2月 19日（水）、午前 1 1時頃　※災害の発
生や気象状況などにより、試験を中止する場合
あり
内容 防災行政無線にて「これは、Jアラートの
テストです」（3回）「こちらは、『防災とだ』です」　
の放送実施　※サイレンは鳴りません。メール
配信サービス『いいとだメール』でも同様の内容
を配信します

 危機管理防災課（内線451）

図書館本館の休館に伴う
臨時自習室の開設
設備改修工事のため休館中の図書館本館の代替
として、次の場所で臨時自習室を開設します。
ぜひご利用ください。
とき 2月8日（土）、9日（日）、29日（土）、3月1
日（日）、午前9時～午後6時
ところ 芦原小学校 生涯学習施設 1階集会室　
対象・定員 市内在住または在学の中学生、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　※新曽福祉センター、西部福
祉センターでも臨時自習室を開設しています。
詳しくは図書館ホームページをご覧ください　
※臨時自習室は、3月29日（日）で終了します。
4月 1日（水）からは図書館本館が再開しますの
で、2階の自習席をご利用ください

 図書館　442-2802

スポーツセンター休場日
2月 1 2日（水）は定期休場日の第2水曜日、2月
25日（火）は館内消毒のため臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

コンビニ交付サービスの停止
システムメンテナンス作業のため、全ての証明
書のコンビニ交付サービスを停止します。ご不
便をおかけしますが、下記の時間帯を避けての
ご利用をお願いします。
とき 2月 1 7日（月）正午～ 1 8日（火）正午

 市民課（内線205）

『いいとだマップ』のリニューアル
現在運用している統合型地理情報システム『い
いとだマップ』を2月 1 7日（月）にリニューアル
します。利便性が向上し、さらに使いやすくな
りますので、ぜひご活用ください。

 情報政策統計課　229-3278

【2月28日まで】プレミアム付商品券販売終了
住民税非課税者・子育て世帯向けの、プレミア
ム付商品券の販売は2月28日（金）で終了しま
す［対象店舗での商品券の使用は3月31日（火）
まで］。購入引換券をお持ちで、商品券の購入
を希望する方は、期限までに購入をお願いしま
す（１対象者につき25,000円分まで購入可
能）。

 商工会　441 -261 7

「第２次戸田市景観計画」を策定しました
令和元年 1 2月に「第2次戸田市景観計画」を策
定しました。7月 1日（水）から、大規模な建築
物などに対する手続き・基準などが変更となり
ます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

 都市計画課（内線640）

平成31・32年度（2019・2020年度）建設工事請負
等競争入札参加資格審査、業種入替申請受付
建設工事の入札参加資格審査について、登録業
種の入れ替えを県と共同で実施します。

受付期間 3月2日（月）～1 3日（金）

申請方法

申請書類を共同受付窓口（県総
務部入札審査課）へ郵送
※ 1 3日当日消印有効、
持参不可

申請書類
など

県総務部入札審査課ホームペー
ジからダウンロード

申請した
資格の
有効期間

5月1日（金）～
令和3年3月31日（水）

※水道事業および下水道事業の登録も含みます。
詳しくは市ホームページをご覧ください

 入札検査課（内線408）

児童手当・特例給付
児童手当・特例給付とは、中学校修了前の児童
を養育している方に手当を支給する制度です。
まだ申請していない方、現在受給中で新たに子
が生まれたが増額手続きをしていない方は、申
請した月の翌月から受給できますので、こども
家庭課に連絡の上、手続きをしてください。　
※今月の児童手当・特例給付の支給日は2月 1 2
日（水）の予定です

 こども家庭課（内線274）

産前産後支援ヘルプサービス
利用料金の改定
妊娠中から出産後 1年未満の方に対して、家事・
育児を支援するヘルパーの派遣を行っています。
4月より本サービスの利用者負担金額を、次の
とおり改定します。
［利用者負担金額（1時間当たり）］
・市民税課税世帯　　　1 ,000円
・市民税非課税世帯　　　 550円　
・生活保護世帯　　　　　 1 80円
※別途ヘルパー交通費の実費負担あり

 こども家庭課（内線462）

学童保育室一時保育登録申込
対象・定員 一時的に保育が必要な小学生、1施
設 1日最大 10人　※要事前登録、定員は施設
によって異なります。申し込みから決定通知書
の発送まで約 1週間かかります
費用 1回500円
利用限度 1人につき月 1 5回まで
登録期間 4月 1日（水）～令和3年3月31日（水）　
※登録は年度毎に必要
申込 2月3日（月）～児童青少年課で　※登録に
定員はありません。申請書は2月 1日（土）～各
学童保育室または児童青少年課で配布（市ホー
ムページからも取得可能）

 児童青少年課（内線689）

国民年金保険料の口座振替前納
国民年金保険料の支払いは、口座振替の前納が
お得です。前納期間は、当月末（早割）、6カ月、
1年、2年とあり、まとめて納める期間が長い
ほど割引額が大きくなります。4月分からの前
納を希望する方は、2月末日までに手続きをし
てください［郵送の場合は29日（土）必着］。
申込 浦和年金事務所および保険年金課にある
口座振替の用紙を取得・記入の上、金融機関届
出印を押印し、浦和年金事務所（〒330-8580 
さいたま市浦和区北浦和5-5-1）へ郵送、また
は浦和年金事務所、金融機関の窓口に直接提出

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

学校施設開放の使用団体登録
使用団体登録をすることで、4月 1日（水）から
令和3年3月31日（水）まで、市内小・中学校の
校庭、体育館、中学校の武道場を開放時間に使
用できます（実際の使用は、各学校で毎月開催
される学校施設開放運営委員会にて調整）。　
※戸田東小学校および戸田東中学校は、建て替
え工事に伴い、使用の停止または制限がありま
す。そのほかの学校でも工事などにより使用が
制限される場合があります
対象 希望する学校区内に 10人以上が居住し、
代表者が成人の団体
申込 2月2 1日（金）までに登録申請書などを文
化スポーツ課に直接提出　※詳しくは市ホーム
ページまたは文化スポーツ課まで
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 文化スポーツ課（内線339）

年金受給者の源泉徴収票
老齢年金の受給者には、日本年金機構から「公
的年金等の源泉徴収票」が 1月中に発送されて
います。この源泉徴収票に記載されている支払
金額は、介護保険料などを天引きする前の金額
のため、実際の支払額とは異なる場合がありま
す。源泉徴収票を紛失した場合は、再交付も可
能です。障害年金や遺族年金は非課税のため、
源泉徴収票は送付されません。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

障害者控除対象者認定書の交付
65歳以上（令和元年 1 2月31日現在）で要介護
１～５の介護保険認定者は、障害者手帳などの
交付を受けていない方でも障害者控除の適用を
受けることができます。手帳を持っていない申
請者には、控除適用に必要な認定書を交付しま
す。申請に係る必要書類などについては、お問
い合わせください。 

 長寿介護課（内線292）

生産緑地地区の変更案の縦覧
都市計画法の規定により、『戸田都市計画生産
緑地地区』の変更案の縦覧を行います。
とき 2月10日（月）～25日（火）、午前8時30分
～午後5時 1 5分　※土・日曜日、祝日を除く
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線392）

530（ゴミゼロ）運動実践活動の実施
まちをきれいにすることで、川や海へ流れ出る
ごみが減り、海洋汚染の防止にもつながります。
1人でも多くの皆さんの積極的なご参加・ご協
力をお願いします。
とき 3月 1日（日）、午前8時～9時　※雨天時
は8日（日）に延期
ところ 事前に各町会・自治会の衛生自治会長
などにご確認ください。活動
場所はお住まいの地区・自治
会ごとに異なります　※家庭
ごみ・粗大ごみは出さないで
ください。回収はしません

 戸田530運動推進連絡会事務局（環境課内）
（内線390）

とだグリーンウェイブ2020
グリーンウェイブとは、5月22日の「国際生物
多様性の日」を中心に、生物多様性条約事務局
が生物多様性保全のための行動を呼びかける、
世界共通のキャンペーンです。国内では、3月
1日～6月 1 5日の期間で活動が呼びかけられ、
市でも「とだグリーンウェイブ2020」を実施し
ます。
①苗木の配布（第 1期）
とき・ところ 期間中の毎週水曜日に現地にて配
布

対象 3月 1日（日）～31日（火）に市内民有地に
植樹できる2人以上の団体（家族や友人同士も
可）
申込 みどり公園課に事前相談の上、2月 1 4日
（金）～3月 16日（月）に申請書を持参　※電話
相談可。本数は希望に添えない場合あり
報告 植樹後、写真の提出が必要です　※第2期
については、4月以降の広報紙などでお知らせ
します
②グリーンウェイブ活動を市ホームページで紹
介
対象 3月 1日（日）～6月 1 5日（月）に、植樹や
草刈り、緑や生き物に関する普及啓発など、緑
や生物多様性に関連する活動をした団体
申込 6月22日（月）までに団体名、メンバー数、
期間中に実施したグリーンウェイブ活動内容、
活動日時を記載の上、活動写真を添付して電子
メ ー ル（midori-koen@city.toda.saita
ma.jp）で

 みどり公園課（内線319）

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、相隣問題、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 2月 1 3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）

行政相談所
総務大臣が委嘱した行政相談委員が、次のとお
り行政相談所を開設して皆さんからの相談をお
待ちしています。国や地方公共団体などの業務
について、要望などを受け付けます。
とき 2月20日（木）、午前 10時～正午
ところ 市役所 1階東側ロビー

 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 3月１日（日）、午前 10時～正午　※相談
時間は30分
ところ 市役所3階市民相談室
内容 離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
申込 2月28日（金）午前9時～　※申込順、4人
まで。電話またはよろず相談窓口で

 防犯くらし交通課（内線270）

広報紙を読むことが困難な方に
「声の広報」をお届けします
市では、障害や病気、高齢などのため、広報紙
を読むことが困難な方を対象に、音声化した
CDをお送りする「声の広報」を実施しています。
近所や知り合いの方で、広報紙を読みたくても
読めずに困っている方がいたら、ぜひ「声の広
報」をご案内ください。利用方法など、詳しく
はお問い合わせください。

 政策秘書室（内線423）

テレビ広報『ふれあい戸田』
市の取り組みなどを中心に、まちのさまざまな
情報をお届けする 10分番組です。ぜひご覧く
ださい。
とき テレビ埼玉（地デジ3ch）／毎週日曜日の
午前9時 1 5分～、J:COM川口・戸田（地デジ
1 1 ch）／毎週土曜日の正午～

 政策秘書室（内線423）

リサイクル家具の販売
とき 2月 1 7日（月）～22日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
販売方式 入札方式（300～8,000円）　
※ 1人3点まで。買取決定後の辞退は不可
対象 戸田・蕨市民

 蕨戸田衛生センター組合　42 1 -2801

不用品登録窓口［市民対象］
● ゆずります
五月人形（かぶと飾り）、ひな人形（8段）、
洋たんす、整理たんす、扇風機、子ども用
自転車、子ども服（男児90～100㎝）、折
りたたみ座卓
● ゆずってください
まきば幼稚園制服・用品、電動自転車、
大人用自転車、テレビ、ワープロ一式、ミ
シン、車いす、やかん（6ℓ程度）、子ども服
（男児80㎝～・女児80～90㎝）、ベビー
カー　※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）

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第4期分
国民健康保険税…第8期分
納期限は、3月2日（月）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）・3月1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）

産前産後支援ヘルプサービス
利用料金の改定
妊娠中から出産後 1年未満の方に対して、家事・
育児を支援するヘルパーの派遣を行っています。
4月より本サービスの利用者負担金額を、次の
とおり改定します。
［利用者負担金額（1時間当たり）］
・市民税課税世帯　　　1 ,000円
・市民税非課税世帯　　　 550円　
・生活保護世帯　　　　　 1 80円
※別途ヘルパー交通費の実費負担あり

 こども家庭課（内線462）

学童保育室一時保育登録申込
対象・定員 一時的に保育が必要な小学生、1施
設 1日最大 10人　※要事前登録、定員は施設
によって異なります。申し込みから決定通知書
の発送まで約 1週間かかります
費用 1回500円
利用限度 1人につき月 1 5回まで
登録期間 4月 1日（水）～令和3年3月31日（水）　
※登録は年度毎に必要
申込 2月3日（月）～児童青少年課で　※登録に
定員はありません。申請書は2月 1日（土）～各
学童保育室または児童青少年課で配布（市ホー
ムページからも取得可能）

 児童青少年課（内線689）

国民年金保険料の口座振替前納
国民年金保険料の支払いは、口座振替の前納が
お得です。前納期間は、当月末（早割）、6カ月、
1年、2年とあり、まとめて納める期間が長い
ほど割引額が大きくなります。4月分からの前
納を希望する方は、2月末日までに手続きをし
てください［郵送の場合は29日（土）必着］。
申込 浦和年金事務所および保険年金課にある
口座振替の用紙を取得・記入の上、金融機関届
出印を押印し、浦和年金事務所（〒330-8580 
さいたま市浦和区北浦和5-5-1）へ郵送、また
は浦和年金事務所、金融機関の窓口に直接提出

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

学校施設開放の使用団体登録
使用団体登録をすることで、4月 1日（水）から
令和3年3月31日（水）まで、市内小・中学校の
校庭、体育館、中学校の武道場を開放時間に使
用できます（実際の使用は、各学校で毎月開催
される学校施設開放運営委員会にて調整）。　
※戸田東小学校および戸田東中学校は、建て替
え工事に伴い、使用の停止または制限がありま
す。そのほかの学校でも工事などにより使用が
制限される場合があります
対象 希望する学校区内に 10人以上が居住し、
代表者が成人の団体
申込 2月2 1日（金）までに登録申請書などを文
化スポーツ課に直接提出　※詳しくは市ホーム
ページまたは文化スポーツ課まで
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ところ 東部福祉センター大会議室および中会議
室
内容 プロ棋士から将棋を学ぼう  〝ルールを知
らない人でも大丈夫″
講師 プロ棋士　中

なか
井
い
広
ひろ
恵
え
さん、植

うえ
山
やま
悦
よし
行
ゆき
さん

対象・定員 小学生以上で将棋に興味がある市民、
30人　※費用無料。申込順
申込 2月4日（火）～、東部福祉センター窓口ま
たは電話で

 東部福祉センター　443-102 1

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　
※開場：午後0時30分
ところ 笹目コミュニティセンター（コンパル）1
階多目的ホール
内容 ○第 1部：ミニコンサート（ジャズコンサ
ート）、午後 1時～ 1時45分　出演：砂

すな
田
だ
知
とも
宏
ひろ

トリオ＆スペシャルゲスト麻
あ
生
そう
ミツキータ光

みつ
希
き
　

○第2部：講演会「夢の実現～挑戦することの
大切さ～」、午後2時～3時30分　講師：柔道
家・オリンピック金メダリスト　古

こ
賀
が
稔
とし
彦
ひこ
さん 

定員 250人　※費用無料。当日先着順
 笹目コミュニティセンター（コンパル）

422-9988

あいパルフェスタ
とき 3月 1 4日（土）、1 5日（日）、午前 10時～
午後4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
内容 あいパルサポーターズ倶楽部団体会員の
作品展示や体験とステージ発表、模擬店やクイ
ズラリー、駄菓子販売・射的など

 上戸田地域交流センター（あいパル）　229-
3133

Dr.リンのサイエンスショー
とき 3月 1日（日）、①午前 10時30分～ 1 1時
30分　②午後 1時～2時
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 人体の科学について大人も子どもも楽し
めるサイエンスショー
対象・定員 市民、各回30人　※先着順 
費用 1人500円（保険料含む）　※受講料は事
前徴収。小学生以下は保護者１人同伴可（無料）
申込 2月5日（水）午前9時～2月26日（水）午後
7時に次のQRコードより
　 1回目　　　　　　　2回目

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　229-
1061

シルバー人材センター会員
入会説明会
とき ①2月6日（木）、午後2時～　②2月7日
（金）、午前 10時～
ところ シルバー人材センター（戸田市新曽933-2）
対象 原則60歳以上の市民

 シルバー人材センター　434 -041 1

登録手話通訳者認定試験
試験日 3月 1日（日）、午前9時～
ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉会
館）
内容 社会福祉協議会の登録手話通訳者になる
ための試験
対象 20歳以上で、手話通訳技術がある市民
選考 筆記試験、読み取り試験（筆記、口述）、
聞き取り試験、面接
申込 2月 1日（土）～ 1 7日（月）までに指定の履
歴書、申込書を持参　※指定の履歴書、申込書
は2月1日（土）～手話通訳者派遣事務所で配布

 手話通訳者派遣事務所　445-1 828 

コミュニティソーシャルワーカー出張相談会
どこへ相談すればよいか分からない悩みごとや
困りごとをご相談ください。どんな相談ごとで
も、さまざまな専門職と連携しながら解決に向
けて一緒に考えていきます。
とき 2月 10日（月）、午前9時30分～正午
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）1階
多目的室 1
対象 市民

 社会福祉協議会　442-0309

イ ベ ン ト
彩湖・道満グリーンパークに花を植えよう
台風第 19号の影響で冠水した彩湖・道満グリ
ーンパークの全面開園を記念して、花壇に花を
植えます。
とき 3月 1日（日）、午前 10時～ 1 1時　※雨天
中止
ところ 彩湖・道満グリーンパークのびのび広場
花壇
対象・定員 100人（未就学児は保護者同伴）　
※費用無料
持ち物 汚れてもよい服装、飲み物
申込 2月 10日（月）午前 10時～、電話で　※申
込順

 水と緑の公社　449-1550

戸田市パラスポーツフェスタ
東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、
障がい者スポーツへの理解と認識を広めること
を目的としてパラスポーツフェスタを開催しま
す。皆さんもぜひご参加ください。
とき 2月24日（休・月）、午前 10時～午後4時
ところ スポーツセンター第 1競技場
内容 車いすラグビー体験とデモンストレーシ
ョン、パラスポーツの体験、オリンピック・パ

ラリンピック啓発コーナー、スタンプラリーな
ど　※費用無料

 スポーツセンター　443-3523

荒川図画コンクール展示会
とき 2月 1 3日（木）まで
ところ 市役所2階ロビー
内容 荒川図画コンクール入賞作品のうち、特
選・戸田市賞などの72点（入選・佳作を除く）
を展示します。入賞作品は荒川上流河川事務所
ホームページでも公開しています

 道路河川課（内線349）

アラフォーママサロン
同世代のママが集い、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 2月2 1日（金）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 新曽北小学校学童保育室
対象 おおむね38歳以上で、0～3歳の子を持
つママ、1 5人　※託児あり（首が据わっている
こと）
申込 2月3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）

多世代交流事業
〜プロ棋士による将棋講座〜
とき 3月 1 4日（土）、午後 1時30分～4時30分

Toda City Information

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

2／9（日）、16（日）
1 3：00～ 1 4：30

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）

2／4、1 1、18、25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
2／ 10（月）、24（休・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 1人で
話を聞ける子、25人

赤ちゃんおはなし会 2／ 1 4（金）、28（金）
10：30～ 1 1：00

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

2／ 1 1（祝・火）
10：00～ 1 1：30

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 2／22（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

①2／2（日）
10：00～ 1 1：30
②3／ 1（日）
10：00～ 1 1：30

①『ドナルドダック　ドナルドの磁石騒動』
②『長ぐつをはいたねこ』 誰でも、80人 ホール

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

写真パネル展
「彩湖・自然にカシャ」 3／ 1（日）～5／6（水） 彩湖周辺で見られる生き物や自然風景の

紹介 誰でも 無料

彩湖自然学習センター

直接
当日先着順

【市民大学認定講座】
春の自然観察会

3／22（日）
9：30～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺のミニ観察会
誰でも、20人
※小学生以下は
保護者同伴

100円
（教材費・
保険料）

2／22（土）～
電話可

いきもの探検隊：春
3／29（日）
10：30～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺のミニ観察会
誰でも、20人
※小学２年生以下は
保護者同伴

50円（保
険料）

直接
当日先着順

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 ☎442-1 2 1 1 午前9時～午後9時30分
　彩湖自然学習センター ☎442-999 1 午前 10時～午後4時30分 
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ところ 東部福祉センター大会議室および中会議
室
内容 プロ棋士から将棋を学ぼう  〝ルールを知
らない人でも大丈夫″
講師 プロ棋士　中

なか
井
い
広
ひろ
恵
え
さん、植

うえ
山
やま
悦
よし
行
ゆき
さん

対象・定員 小学生以上で将棋に興味がある市民、
30人　※費用無料。申込順
申込 2月4日（火）～、東部福祉センター窓口ま
たは電話で

 東部福祉センター　443-102 1

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　
※開場：午後0時30分
ところ 笹目コミュニティセンター（コンパル）1
階多目的ホール
内容 ○第 1部：ミニコンサート（ジャズコンサ
ート）、午後 1時～ 1時45分　出演：砂

すな
田
だ
知
とも
宏
ひろ

トリオ＆スペシャルゲスト麻
あ
生
そう
ミツキータ光

みつ
希
き
　

○第2部：講演会「夢の実現～挑戦することの
大切さ～」、午後2時～3時30分　講師：柔道
家・オリンピック金メダリスト　古

こ
賀
が
稔
とし
彦
ひこ
さん 

定員 250人　※費用無料。当日先着順
 笹目コミュニティセンター（コンパル）

422-9988

あいパルフェスタ
とき 3月 1 4日（土）、1 5日（日）、午前 10時～
午後4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
内容 あいパルサポーターズ倶楽部団体会員の
作品展示や体験とステージ発表、模擬店やクイ
ズラリー、駄菓子販売・射的など

 上戸田地域交流センター（あいパル）　229-
3133

Dr.リンのサイエンスショー
とき 3月 1日（日）、①午前 10時30分～ 1 1時
30分　②午後 1時～2時
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 人体の科学について大人も子どもも楽し
めるサイエンスショー
対象・定員 市民、各回30人　※先着順 
費用 1人500円（保険料含む）　※受講料は事
前徴収。小学生以下は保護者１人同伴可（無料）
申込 2月5日（水）午前9時～2月26日（水）午後
7時に次のQRコードより
　 1回目　　　　　　　2回目

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　229-
1061

シルバー人材センター会員
入会説明会
とき ①2月6日（木）、午後2時～　②2月7日
（金）、午前 10時～
ところ シルバー人材センター（戸田市新曽933-2）
対象 原則60歳以上の市民

 シルバー人材センター　434 -041 1

地域懇談会
住み慣れた地域でいつまでも自分らしい生活を
送れるよう、お住まいの地域のことを話してみ
ませんか。
とき ①2月22日（土）、午後 1時～3時　②3月
7日（土）、午後 1時～3時
ところ ①特別養護老人ホーム とだ優和の杜１
階会議室　②東部福祉センター2階大会議室
内容 助け合いゲームなどを交えた懇談会
対象・定員 ①新曽小学校エリアに住む方 ②戸
田第二小学校エリアに住む方、各30人　※費
用無料。先着順

 社会福祉協議会　442-0309

日本語スピーチコンテスト
とき 2月 16日(日)、午後 1時30分～3時30分　
※終了後に交流会あり
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）2階会
議室
対象・定員 市民、70人　※費用無料。当日先
着順。観客も投票審査に参加できます

 国際交流協会　434 -5690

レクリエーション大会
種目別大会
ディスクゴルフとは、フライングディスクをバ
スケット型のゴールに何投で入れられるかを競
うスポーツです。ディスクゴルフを体験してみ
ませんか。
とき 2月23日（日）、午前9時～正午
ところ 荒川親水公園
内容 初心者向け講習会、競技など
費用 100円（保険料）
持ち物 運動しやすい服装、飲み物など

 市ディスクゴルフ協会　070-5581 -1 256

市民カローリング大会
とき 2月 1 1日（祝・火）、午後 1時30分～5時　

※受付：午後 1時～
ところ 芦原小学校体育館
対象 小学生以上　※原則3人 1組、費用無料
持ち物 室内履き　

 レクリエーション協会事務局　牧野　090-
2933-7684

ミュージック☆子どものきらきらゆめ体験
とき 2月23日（日）、午後2時20分～4時
ところ 文化会館5階多目的ルームA
内容 歌、リズム、ベルなどの音楽体験
対象 3歳～小学3年生の親子、50人　※小学
生以上は子どものみの参加可
費用 子ども 1人 300円、親子 1組 500円

 全国生涯学習音楽指導員協議会　埼玉支部 
小野塚　048 -432-0242

国際交流　如月茶会
市民と市内在住外国人の交流を目的としたお茶
会を開催します。
とき 2月22日（土）、午前 10時～午後 1時
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）2階和室
対象・定員 市内在住・在勤者、60人　※費用
無料。申込順

 国際交流協会　434 -5690

バドミントン団体戦
とき 3月 1日（日）、午前9時～
ところ スポーツセンター
種目 男子、女子それぞれの団体戦。1チーム6
人～8人
費用 １チーム8,000～ 1 2 ,000円
申込 2月 1 8日（火）までにチーム名、代表者名、
住所、電話番号、参加者を電子メール（todab
ad1 1 1 @yahoo.co.jp）宛に送付　※市民優
先。先着 1 8チームまで。詳しくは戸田市バド
ミントン連盟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

市民体育祭スキー大会
とき 2月29日（土）
ところ 群馬県鹿沢スノーエリア
対象・定員 市内在住・在勤者（小学生から一般
年齢別）、50人
費用 3 ,000円
種目 大回転2本

 市スキー連盟　萩原　090-4678 -7732

ラリンピック啓発コーナー、スタンプラリーな
ど　※費用無料

 スポーツセンター　443-3523

荒川図画コンクール展示会
とき 2月 1 3日（木）まで
ところ 市役所2階ロビー
内容 荒川図画コンクール入賞作品のうち、特
選・戸田市賞などの72点（入選・佳作を除く）
を展示します。入賞作品は荒川上流河川事務所
ホームページでも公開しています

 道路河川課（内線349）

アラフォーママサロン
同世代のママが集い、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 2月2 1日（金）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 新曽北小学校学童保育室
対象 おおむね38歳以上で、0～3歳の子を持
つママ、1 5人　※託児あり（首が据わっている
こと）
申込 2月3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）

多世代交流事業
〜プロ棋士による将棋講座〜
とき 3月 1 4日（土）、午後 1時30分～4時30分

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

2／9（日）、16（日）
1 3：00～ 1 4：30

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）

2／4、1 1、18、25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
2／ 10（月）、24（休・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 1人で
話を聞ける子、25人

赤ちゃんおはなし会 2／ 1 4（金）、28（金）
10：30～ 1 1：00

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

2／ 1 1（祝・火）
10：00～ 1 1：30

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 2／22（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

①2／2（日）
10：00～ 1 1：30
②3／ 1（日）
10：00～ 1 1：30

①『ドナルドダック　ドナルドの磁石騒動』
②『長ぐつをはいたねこ』 誰でも、80人 ホール

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

写真パネル展
「彩湖・自然にカシャ」 3／ 1（日）～5／6（水） 彩湖周辺で見られる生き物や自然風景の

紹介 誰でも 無料

彩湖自然学習センター

直接
当日先着順

【市民大学認定講座】
春の自然観察会

3／22（日）
9：30～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺のミニ観察会
誰でも、20人
※小学生以下は
保護者同伴

100円
（教材費・
保険料）

2／22（土）～
電話可

いきもの探検隊：春
3／29（日）
10：30～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺のミニ観察会
誰でも、20人
※小学２年生以下は
保護者同伴

50円（保
険料）

直接
当日先着順

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 ☎442-1 2 1 1 午前9時～午後9時30分
　彩湖自然学習センター ☎442-999 1 午前 10時～午後4時30分 
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資格 外国語が堪能な方（英語・中国語歓迎）　
※外国籍可（在留資格などの確認あり）
内容 市役所に来庁する外国人市民に対する相
談・案内業務、通訳・翻訳、一般事務など
任用期間 4月 1日～令和3年3月31日　
勤務日時 週2～3日、午前9時～午後5時（昼休
憩あり、実労働時間７時間）　※応相談
賃金 時給 1 ,680円
選考 書類選考および面接
申込 2月 1 4日（金）まで　※詳しくは市ホーム
ページをご覧ください

 協働推進課（内線435）

講 室座 ・ 教
【市民大学公開講座】私とオリンピック
講演「私とオリン
ピック～バレーボ
ールで銅メダルを
獲得したロサンゼ
ルス五輪からバス
ケットボールで出
場権を獲得した東
京五輪2020まで
の挑戦～」を開催
します。　※受講者には、市民大学開講 10周
年記念バッグを贈呈します
とき 3月 1 4日（土）、午後2時～3時40分　
※講演会の前に市民大学閉講式あり
ところ 新曽福祉センターホール
講師 元バレーボール全日本代表選手　三

みつ
屋
や
裕
ゆう

子
こ
さん　
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、300人　
※費用無料
持ち物 筆記用具、市民大学受講票　※持って
いない方には配布します
申込 3月 10日（火）までに、講座名、氏名、電
話番号、年代、該当対象条件（市内在住･在勤・
在学）を記入して、市ホームページの申込フォ
ームまたは電子メール（kyo-syogaigaku@
city.toda.saitama.jp）で　※申込順、電話
可。特別な配慮が必要な方はご連絡ください

 市民大学事務局（生涯学習課内）（内線342）

市民ボート教室
とき 2月 16日、23日、3月 1日、8日、1 5日の
日曜日（全5回）、午後3時～5時

募 集
パブリック・コメント
◆第３次戸田市子どもの読書活動推進計画（案）
市では、子どもの読書活動の推進のために、「第
3次戸田市子どもの読書活動推進計画」を策定
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 2月 1日（土）～3月 1日（日）
担当課 生涯学習課（442-2802）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、FAX
（442-8988）または電子メール（tosyokan＠
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）、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

 庶務課（内線363）

国民健康保険運営協議会の傍聴
とき 2月7日（金）、午後2時～
ところ 市役所7階第5委員会室
定員 5人
申込 当日の午後 1時30分～50分　※先着順

 保険年金課（内線2 12）

戸田市児童福祉審議会の傍聴
とき 2月 1 8日（火）、午後2時～
ところ 市役所5階大会議室C
内容 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
定員 10人
申込 住所、氏名（ふりがな）、電話番号を、電話、
FAX（432-8510）、電子メール（kodomokat
ei@city.toda.saitama.jp）または紙（用紙
自由）に記載してこども家庭課へ持参　※先着
順、申込は会議当日の正午まで

 こども家庭課（内線462）

県美術展覧会出品
とき 5月26日（火）～6月 1 7日（水）、午前 10
時～午後5時30分　※月曜休館
ところ 県立近代美術館（さいたま市浦和区常盤
9-30-1）
内容 日本画（水墨画含む）、洋画（版画含む）、
彫刻、工芸、書（篆

てん
刻・刻字含む）、写真の6部

門
応募資格 1 5歳以上の県内在住・在勤・在学者
（中学生を除く）　※出品手数料や搬入期間など、
詳しくは県ホームページに掲載の開催要領をご
覧ください

 県文化資源課　048-830-6925

公立学童保育室職員
職種 ①放課後児童支援員　②学童保育指導員　
③パートタイマー

資格 ①②③共通、1 8歳以上（高校生不可）、地
方公務員法第 16条各号に該当しないこと　①
放課後児童支援員認定資格研修修了者　②児童
の育成指導に知識経験を有する方（保育士、教
諭、社会福祉士等資格保有者または高卒以上で
2年以上児童福祉事業に従事した方など）
任用期間 4月 1日～令和3年3月31日
勤務時間等 ①②週5日勤務［1日6時間、平日：
午後 1時～7時、土曜日（学校休業日）：午前8時
～午後2時または午後 1時～7時］　③週3～5日
勤務［1日5時間以内、平日：午後2時～7時、
土曜日（学校休業日）：午前8時～午後 1時また
は午後2時～7時］　※①②③とも年末年始、祝
日、休日を除く
賃金 ①時給 1 ,230円　②時給 1 ,1 70円　③時給
990円　※社会保険加入あり（③のみ勤務日数
に応じる）、各種手当あり
勤務場所 市内小学校敷地内の学童保育室
申込 2月2 1日（金）までに写真を貼った履歴書
を児童青少年課へ持参　※郵送不可

 児童青少年課（内線455）

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、次の入会説明会に参加

して下さい。
とき ところ

入会説明会

3／7（土）
10：00～1 1：30 ボランティア・

市民活動支援
センター3／21（土）

10：00～1 1：30
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

自衛官候補生
募集項目 募集資格 受付期間

自衛官候補生
（男女）

1 8歳以上
33歳未満の方 随時受付

※詳しくは自衛隊埼玉地方協力本部ホームペー
ジをご覧ください

 朝霞地域事務所　048 -466-4435

よろず相談員
（外国人市民相談窓口対応）
4月から外国人市民相談窓口を開設します。開
設に当たり、相談員を募集します。
募集人数 2人

市営住宅入居者の募集

※笹目中居田住宅は駐車場あり
資格 個別資格に加え、次の要件を全て満た
す方　①収入が一定額以下　②１年以上市内
在住か在勤で、市民税などを完納している　
③住宅に困窮している　④暴力団員および暴
力団関係者ではない
入居可能日 5月 1日（金）
募集案内の配布 2月3日（月）～2 1日（金）に、
市役所3階まちづくり推進課、1階生活支援
課、2階障害福祉課、長寿介護課、保険年金
課、こども家庭課、各福祉センター、戸田公

園駅前行政センター、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）、笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）で
申込 2月2 1日（金）までに、募集案内に添付
の申込書と63円切手を貼った返信用はがき
（2枚）に必要事項を記入し、まちづくり推進
課へ郵送または持参　※2月2 1日（金）午後5
時 1 5分必着

 まちづくり推進課（内線380）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
川岸住宅 
204号室 川岸2-6-22 2DK 

（33.15㎡） 10,200～20,100円
２人以上世帯

柳原住宅 
403号室 新曽980 3DK 

（40.63㎡） 12,700～25,000円

笹目夏浜住宅 
103号室 笹目7-1 5-3 3DK 

（57.24㎡） 22,400～ 43,900円

３人以上世帯笹目中居田住宅 
303号室

笹目6-13-4 3DK 
（61 .43㎡） 28,000～ 55,000円

笹目中居田住宅 
304号室

『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告の募集

※版下は広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 2月 1 4日（金）までに申込書を政策秘書室へ

 政策秘書室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 5月号、6月号、
7月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

戸田市 
ホームページ

4／ 1～ 
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 5枠 1枠 10,000円

Toda City Information
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資格 外国語が堪能な方（英語・中国語歓迎）　
※外国籍可（在留資格などの確認あり）
内容 市役所に来庁する外国人市民に対する相
談・案内業務、通訳・翻訳、一般事務など
任用期間 4月 1日～令和3年3月31日　
勤務日時 週2～3日、午前9時～午後5時（昼休
憩あり、実労働時間７時間）　※応相談
賃金 時給 1 ,680円
選考 書類選考および面接
申込 2月 1 4日（金）まで　※詳しくは市ホーム
ページをご覧ください

 協働推進課（内線435）

講 室座 ・ 教
【市民大学公開講座】私とオリンピック
講演「私とオリン
ピック～バレーボ
ールで銅メダルを
獲得したロサンゼ
ルス五輪からバス
ケットボールで出
場権を獲得した東
京五輪2020まで
の挑戦～」を開催
します。　※受講者には、市民大学開講 10周
年記念バッグを贈呈します
とき 3月 1 4日（土）、午後2時～3時40分　
※講演会の前に市民大学閉講式あり
ところ 新曽福祉センターホール
講師 元バレーボール全日本代表選手　三

みつ
屋
や
裕
ゆう

子
こ
さん　
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、300人　
※費用無料
持ち物 筆記用具、市民大学受講票　※持って
いない方には配布します
申込 3月 10日（火）までに、講座名、氏名、電
話番号、年代、該当対象条件（市内在住･在勤・
在学）を記入して、市ホームページの申込フォ
ームまたは電子メール（kyo-syogaigaku@
city.toda.saitama.jp）で　※申込順、電話
可。特別な配慮が必要な方はご連絡ください

 市民大学事務局（生涯学習課内）（内線342）

市民ボート教室
とき 2月 16日、23日、3月 1日、8日、1 5日の
日曜日（全5回）、午後3時～5時

ところ 戸田ボートコース　※集合：県立戸田第
一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象 中学生以上、25人　※経験不問
費用 500円（保険料など）　※当日現地で支払
い
持ち物 飲み物、タオル、着替え、帽子・サン
グラスなど（日差しが強い場合）、運動できる服
装（裾の細いジャージなど）
申込 2月3日（月）～ 1 2日（水）まで　※申込順、
電話可

 文化スポーツ課（内線339）

淡水産真珠アクセサリー教室
とき 2月22日（土）、午前 10時～正午
ところ 戸田公園管理事務所（戸田市戸田公園
5-27）
内容 戸田ボートコースの水をきれいにするた
めに投入されているイケチョウ貝から採取した
淡水産真珠で、オリジナルのアクセサリーをつ
くる。水質浄化に係る講義もあり
定員 20人　※申込順
費用 キーホルダー用装飾作成コース：1個1 ,500
円（真珠 1粒）、ピアス（1 8金）またはイヤリン
グ（銀）作成コース：1対5,000円（真珠2粒）　
※複数申込可。当日集めます
申込 2月 19日（水）までに希望のコース、住所、
氏名、電話番号を、電子メール（sara@olive. 
plala.or.jp）またはFAX（441 -6852）で県
ボート協会へ

 環境課（内線387）

就職支援セミナー　
「職場での対人能力を高めよう」
とき 3月18日（水）、午前9時30分～ 1 1時30分
ところ 市役所5階大会議室Ａ
内容 他者との付き合い上手を目指すセミナー
対象・定員 求職中の方、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。1歳未満は状況により託児利用できない場
合あり）
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号、託児希望の場合は子の氏名（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）

人と組織の課題解決セミナー
とき 2月25日（火）、午後2時～5時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）多
目的室2・3・4
内容 従業員が辞めないエンゲージメント経営
に着手する
講師 市

いち
野
の
喜
よし
久
ひさ
さん

対象 市内事業者
定員 50人
申込 事業所名、人数、氏名、事業所住所、電
話番号を記入して、パーソルキャリア株式会社　
地方創生運営事務局へ電子メール（chihou-
unei@persol.co.jp）で　※費用無料。申
込順

 経済政策課（内線397）

家族介護教室「おなか元気教室」
とき 2月27日（木）、午後2時～3時
ところ 障がい者（児）施設 にじの杜2階会議室
内容 「腸に住む細菌と健康」　※費用無料
申込 2月26日（水）まで

 中央居宅介護支援センター　432-9844

【市民大学認定講座】
樹木剪

せ ん

定
て い

技術講習会
庭木（高木、中低木）の管理について、実技を交
えて初心者にも分かりやすく解説します。
とき 3月 10日（火）、午前9時30分～ 1 1時30
分　※小雨決行
ところ 大前緑地（戸田公園駅前さくら草保育園
北西側の緑地）
定員 30人
費用 100円（保険料）　※当日現地で支払い
持ち物 タオル、軍手、雨具など　※剪定用の
道具は用意します
申込 3月4日（水）までに電話で

 みどり公園課（内線323）

地域包括・福祉センター連携事業
“もしもの時のための人生会議”
とき 3月 1 7日（火）、午後2時～3時30分
ところ 東部福祉センター大会議室
内容 自分らしく生きるための準備
講師 東部地域包括支援センター職員ほか
定員 40人　※費用無料。申込順
申込 2月7日（金）～、東部福祉センター窓口ま
たは電話（443-102 1）で

 東部地域包括支援センター　434 -6233

心身障害児対象料理体験「パンづくり」
とき 2月22日（土）、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
内容 親子で焼きたてパンをつくる

して下さい。
とき ところ

入会説明会

3／7（土）
10：00～1 1：30 ボランティア・

市民活動支援
センター3／21（土）

10：00～1 1：30
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

自衛官候補生
募集項目 募集資格 受付期間

自衛官候補生
（男女）

1 8歳以上
33歳未満の方 随時受付

※詳しくは自衛隊埼玉地方協力本部ホームペー
ジをご覧ください

 朝霞地域事務所　048 -466-4435

よろず相談員
（外国人市民相談窓口対応）
4月から外国人市民相談窓口を開設します。開
設に当たり、相談員を募集します。
募集人数 2人

市営住宅入居者の募集

園駅前行政センター、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）、笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）で
申込 2月2 1日（金）までに、募集案内に添付
の申込書と63円切手を貼った返信用はがき
（2枚）に必要事項を記入し、まちづくり推進
課へ郵送または持参　※2月2 1日（金）午後5
時 1 5分必着

 まちづくり推進課（内線380）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
川岸住宅 
204号室 川岸2-6-22 2DK 

（33.15㎡） 10,200～20,100円
２人以上世帯

柳原住宅 
403号室 新曽980 3DK 

（40.63㎡） 12,700～25,000円

笹目夏浜住宅 
103号室 笹目7-1 5-3 3DK 

（57.24㎡） 22,400～ 43,900円

３人以上世帯笹目中居田住宅 
303号室

笹目6-13-4 3DK 
（61 .43㎡） 28,000～ 55,000円

笹目中居田住宅 
304号室

『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告の募集

※版下は広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 2月 1 4日（金）までに申込書を政策秘書室へ

 政策秘書室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 5月号、6月号、
7月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

戸田市 
ホームページ

4／ 1～ 
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 5枠 1枠 10,000円
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問い合わせ 上戸田地域交流センター「あいパル」　  229-3133
※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・在学以外の方も参加できます
※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

対象・定員 心身障害児とその保護者、8組（2
人 1組）
申込 2月 1 5日（土）まで　※費用無料。申込順、
電話、FAX（441 -5031）可

 心身障害者福祉センター　445-1 828

市民活動者養成講座
30分からできるボランティアのすすめ〜高齢者施設編〜
とき 3月 10日（火）、午後 1時30分～3時
ところ 特別養護老人ホーム とだ優和の杜
内容 施設でのボランティアの話と現場見学
対象・定員 市内在住・在勤者、20人　※費用
無料。申込順
申込 氏名、電話番号を電話、FAX（441 -4451）
または電子メール（tomato-staff@todasi 
min.net）で

 ボランティア・市民活動支援センター
（TOMATO）　441 -4444

健康ウォーキング教室
とき 2月29日（土）、午前 10時～正午

ところ 戸田公園管理事務所（戸田市戸田公園
5-27）
内容 健康のためにこれからウォーキングを始
めようと思っている人におすすめの基礎講座
講師 川越公園管理事務所職員　平

ひら
野
の
古
この
美
み
さん

対象・定員 10～70代の方、25人
費用 500円（保険料）
持ち物 動きやすい服装
申込 戸田公園管理事務所窓口または電話で　
※申込順

 戸田公園管理事務所　442-2424

尾瀬についての講演会
とき 3月8日（日）、午後 1時30分～2時30分　
※開場：午後 1時
ところ 蕨市民会館 1階
内容 講演「尾瀬の光と影」
講師 尾瀬自然保護ネットワーク副理事長　大

おお

山
やま

昌
まさ

克
かつ

さん　※費用無料
申込 2月25日（火）までに電話で

 彩・岳悠会　笠原　090-1600-7483

お笑い芸人と弁護士による事故物件セミナー
とき 2月2 1日（金）、午後6時30分～8時30分
ところ 文化会館301会議室
内容 事故物件に住んでみた体験談と事故物件
取引の注意点
講師 お笑い芸人　松

まつ
原
ばら
タニシさん、弁護士　

堀
ほり
克
かつ
巳
み
さん

申込 氏名、住所を記入の上、電子メール
（nansai@takuken.or.jp）または電話で　
※費用無料

 県宅地建物取引業協会南彩支部　229-
4630

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 午後 3／4、 1 1、 1 8の水曜日
1 4：00～1 6：00

パソコンルーム

飾り文字を使った
見映えのする文章
作成

市内在住・在勤者、
各7人  3 ,000円

2月3日（月）～
24日（休・月）
※申込順、電
話可。希望者
が 1人のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 3／4（水）～6（金）
1 9：00～2 1：00

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

ホームページ作成講座 夜 3／ 1 1（水）～1 3（金）
1 9：00～2 1：00

ホームページ作成・
公開までの基礎

Ｅxcel2013中級（内容ＣＤを贈呈） 午前 3／5、1 2、1 9の木曜日 
1 0：00～1 2：00

基礎的な関数が操
作できる方向けの
講座

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

パパも一緒にふれあいタイム
3／8（日）
① 1 0：00～ 1 2：00
② 1 4：00～ 1 6：00

助産師の指導によるふれあい遊び
を楽しむ。記念に手形スタンプあり 0歳児と家族、各 10組 各530円 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

3／3・1 0・24の火曜日
1 0：00～ 1 2：00

助産師の話を聞きながら赤ちゃんと
ふれあう

0歳児（ 1カ月健診終了後～）と
母親、各20組 各560円 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

つくって食べよう！ お喜楽食堂 3／5（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 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

囲碁将棋オセロひろば
2／ 1・1 5、3／7・2 1の
土曜日
13：00～ 1 5：00

ボランティアの講師から囲碁・将棋・
オセロを教わる 市民 無料 当日受付

おもちゃの病院 2／8、3／ 1 4・28の土曜日
1 1：00～ 1 5：00

壊れてしまったおもちゃを、トイ・
ドクターが修理する 市民

基本無料
（修理代が
かかる場
合あり）

当日受付

親子で遊ぼう！ ミニ四駆ひろば 2／23（日）、3／22（日）
13：00～ 16：00

ミニ四駆をコースで走らせて速さを
競ったり、上手に走らせる工夫につ
いて語り合う

市民（幼児は保護者同伴）
無料
（ミニ四駆
を購入の
場合実費）

当日受付

新聞ちぎり絵ひろば 2／7（金）、3／6（金）
10：00～ 1 1：00

新聞を手でちぎって、簡単に作品を
つくる 市民 20円 当日受付

講座名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 講師 募集期間

吹き矢スポーツ講座
 2月 1 9日（水）、
午後 1時30分～
3時30分

1階多目的ホール 心肺機能を向上
させましょう

市内在住・
在勤者、30人 200円 室内履き、

飲み物
大
おお
山
やま
義
よし
信
のぶ

さん
2月2日（日）～
1 4日（金）

歌声サロン
2月22日（土）、
午後 1時30分～
3時30分

3階音楽室 みんなで楽しく歌
いましょう

市内在住・
在勤者、30人 500円 なし 小

お
野
の
塚
づか
加
か
代
よ

さん
2月2日（日）～
1 7日（月）

おひなさま花飾りを作ろう  2月23日（日）、
午前 1 0時～正午 ２階アトリエ おひなさまを花で

飾り楽しもう
市内在住の
小学生、1 2人 800円 なし 坂

さか
口
ぐち
利
り
恵
え
子
こ

さん
2月2日（日）～
1 5日（土）

パソコン何でも相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、
午後2時～5時

1階
パソコンルーム

パソコンに関する
相談

会員登録をした
市内在住・
在勤者

 500円
（会員登録費） 詳しくはお問い合わせください

コンパルの講座

問い合わせ
笹目コミュニティセンター（コンパル）　 422-9988
※各講座ともに開催最小人数に達しない場合は中止します

◆パソコン講習会

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
2／6（木）、3／5（木）
毎月第 1木曜日
1 3：00～1 6：00

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
2／8（土）、3／ 1 4（土）
毎月第2土曜日
1 3：00～1 6：00

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
2／8（土） 毎月第2土曜日
1 0：30～1 1：30
2／25（火） 毎月第4火曜日
1 0：30～1 1：30

絵本の読み聞かせ・
紙芝居・簡単な工作・おりがみなど
（途中参加可）

幼児・小学生・保護者 無料 当日随時受付

新曽 パソコン相談
2／ 1 6（日）、3／ 1 5（日）
毎月第3日曜日
1 3：00～1 6：00

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 

問い合わせ
美笹公民館（西部福祉センター）　  42 1 -3024　電子メール／misasa-kouminkan@city.toda.saitama.jp　
下戸田公民館（東部福祉センター）　  443-102 1　電子メール／simotoda-kouminkan@city.toda.saitama.jp　
新曽公民館（新曽福祉センター）　  445-181 1　電子メール／niizo-kouminkan@city.toda.saitama.jp

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）・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
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問い合わせ 上戸田地域交流センター「あいパル」　  229-3133
※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・在学以外の方も参加できます
※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

お笑い芸人と弁護士による事故物件セミナー
とき 2月2 1日（金）、午後6時30分～8時30分
ところ 文化会館301会議室
内容 事故物件に住んでみた体験談と事故物件
取引の注意点
講師 お笑い芸人　松

まつ
原
ばら
タニシさん、弁護士　

堀
ほり
克
かつ
巳
み
さん

申込 氏名、住所を記入の上、電子メール
（nansai@takuken.or.jp）または電話で　
※費用無料

 県宅地建物取引業協会南彩支部　229-
4630

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 午後 3／4、 1 1、 1 8の水曜日
1 4：00～1 6：00

パソコンルーム

飾り文字を使った
見映えのする文章
作成

市内在住・在勤者、
各7人  3 ,000円

2月3日（月）～
24日（休・月）
※申込順、電
話可。希望者
が 1人のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 3／4（水）～6（金）
1 9：00～2 1：00

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

ホームページ作成講座 夜 3／ 1 1（水）～1 3（金）
1 9：00～2 1：00

ホームページ作成・
公開までの基礎

Ｅxcel2013中級（内容ＣＤを贈呈） 午前 3／5、1 2、1 9の木曜日 
1 0：00～1 2：00

基礎的な関数が操
作できる方向けの
講座

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

パパも一緒にふれあいタイム
3／8（日）
① 1 0：00～ 1 2：00
② 1 4：00～ 1 6：00

助産師の指導によるふれあい遊び
を楽しむ。記念に手形スタンプあり 0歳児と家族、各 10組 各530円 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

3／3・1 0・24の火曜日
1 0：00～ 1 2：00

助産師の話を聞きながら赤ちゃんと
ふれあう

0歳児（ 1カ月健診終了後～）と
母親、各20組 各560円 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

つくって食べよう！ お喜楽食堂 3／5（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 2／ 5（水）～

※申込順、電話可

囲碁将棋オセロひろば
2／ 1・1 5、3／7・2 1の
土曜日
13：00～ 1 5：00

ボランティアの講師から囲碁・将棋・
オセロを教わる 市民 無料 当日受付

おもちゃの病院 2／8、3／ 1 4・28の土曜日
1 1：00～ 1 5：00

壊れてしまったおもちゃを、トイ・
ドクターが修理する 市民

基本無料
（修理代が
かかる場
合あり）

当日受付

親子で遊ぼう！ ミニ四駆ひろば 2／23（日）、3／22（日）
13：00～ 16：00

ミニ四駆をコースで走らせて速さを
競ったり、上手に走らせる工夫につ
いて語り合う

市民（幼児は保護者同伴）
無料
（ミニ四駆
を購入の
場合実費）

当日受付

新聞ちぎり絵ひろば 2／7（金）、3／6（金）
10：00～ 1 1：00

新聞を手でちぎって、簡単に作品を
つくる 市民 20円 当日受付

講座名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 講師 募集期間

吹き矢スポーツ講座
 2月 1 9日（水）、
午後 1時30分～
3時30分

1階多目的ホール 心肺機能を向上
させましょう

市内在住・
在勤者、30人 200円 室内履き、

飲み物
大
おお
山
やま
義
よし
信
のぶ

さん
2月2日（日）～
1 4日（金）

歌声サロン
2月22日（土）、
午後 1時30分～
3時30分

3階音楽室 みんなで楽しく歌
いましょう

市内在住・
在勤者、30人 500円 なし 小

お
野
の
塚
づか
加
か
代
よ

さん
2月2日（日）～
1 7日（月）

おひなさま花飾りを作ろう  2月23日（日）、
午前 1 0時～正午 ２階アトリエ おひなさまを花で

飾り楽しもう
市内在住の
小学生、1 2人 800円 なし 坂

さか
口
ぐち
利
り
恵
え
子
こ

さん
2月2日（日）～
1 5日（土）

パソコン何でも相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、
午後2時～5時

1階
パソコンルーム

パソコンに関する
相談

会員登録をした
市内在住・
在勤者

 500円
（会員登録費） 詳しくはお問い合わせください

問い合わせ
笹目コミュニティセンター（コンパル）　 422-9988
※各講座ともに開催最小人数に達しない場合は中止します

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
2／6（木）、3／5（木）
毎月第 1木曜日
1 3：00～1 6：00

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
2／8（土）、3／ 1 4（土）
毎月第2土曜日
1 3：00～1 6：00

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
2／8（土） 毎月第2土曜日
1 0：30～1 1：30
2／25（火） 毎月第4火曜日
1 0：30～1 1：30

絵本の読み聞かせ・
紙芝居・簡単な工作・おりがみなど
（途中参加可）

幼児・小学生・保護者 無料 当日随時受付

新曽 パソコン相談
2／ 1 6（日）、3／ 1 5（日）
毎月第3日曜日
1 3：00～1 6：00

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 

問い合わせ
美笹公民館（西部福祉センター）　  42 1 -3024　電子メール／misasa-kouminkan@city.toda.saitama.jp　
下戸田公民館（東部福祉センター）　  443-102 1　電子メール／simotoda-kouminkan@city.toda.saitama.jp　
新曽公民館（新曽福祉センター）　  445-181 1　電子メール／niizo-kouminkan@city.toda.saitama.jp

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）・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
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