
 長寿介護課（内線285）

リサイクル自転車の販売
とき 3月8日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店
価格 上限8,000円
※他に防犯登録料600円が必要

加盟店名 住所 電話

日坂輪業 喜沢2ｰ27ｰ3  441 -
3862

長谷川サイクル 喜沢2ｰ39ｰ7  443-
1663

サイクルショップ
ウメダ 下前2ｰ6ｰ9  441 -

6168
YOU  SHOP
ヤマダ

上戸田2ｰ6ｰ
8ｰ 103

 441 -
2049

稲垣サイクル 新曽南
2ｰ 1 2ｰ25

 441 -
4122

遊輪ショップえぐち 大字新曽
1 827ｰ 1

 441 -
4164

梅田自転車 本町3ｰ 1 ｰ26  441 -
1 1 81

※販売台数には限りがあります。詳しくは
お近くの加盟店へお問い合わせください

 防犯くらし交通課（内線286）

国民年金の高齢任意加入
国民年金給付額を満額に近づけたい方は、
60～ 65歳の期間、国民年金に任意加入
することができます。また、受給資格期間
が 10年未満の場合、70歳までの期間、受
給資格を満たすまで加入できる「特例任意
加入」があります。納付方法は口座振替です。
持ち物 年金手帳、預貯金通帳、通帳印、（特
例任意加入の場合のみ）戸籍謄本　
※老齢基礎年金を受給している方や、厚生
年金や共済年金に加入中の方は、任意加入
はできません

 保険年金課（内線2 13）

国民年金の届け出
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の
方は、国民年金に加入します。会社員や公
務員など厚生年金に加入していた方が退職
された際は、市役所で国民年金への加入の
手続きが必要となります。また、本人が扶
養している配偶者がいる場合は、配偶者の
手続きも必要です。
持ち物 本人確認ができる顔写真付き身分
証、マイナンバーカードまたは通知カード、
退職日の分かる書類、印鑑

 保険年金課（内線2 13）

ヘルプマーク配布場所の追加
障害福祉課で配布しているヘルプマークを、
3月2日（月）から福祉保健センターでも配

布します。
対象 義足や人工関節を使用している方、内
部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援
護や配慮を必要としている
方　※代理人による受取
可。1人1個まで。なくなり
次第終了。今後の参考とし
て、配布時に聞き取りを行
います

 障害福祉課（内線297）

日曜法律相談
弁護士による無料の法律相談です。
とき 4月5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
内容 離婚・相続・賃貸借契約など民事全般
申込 4月3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）

マンション管理相談
とき 4月1日（水）、午後1時～3時
※相談時間は45分
ところ 市役所3階相談室
内容 管理組合運営・建物設備の維持管理
など
申込 3月31日（火）午後3時まで
※申込順、2組まで。電話またはよろず相
談窓口で

 防犯くらし交通課（内線270）

花見場所に仮設トイレを設置します
市内の花見場所 1 1カ所に、仮設トイレを
各3基（一般用2基、車いす対応 1基）設
置します。ごみの持ち帰りにご協力ください。

場　　　所 所　　在

蕨市境桜並木脇（喜沢側） 喜沢1ｰ1

菖蒲川沿い新曽南庁舎脇 新曽南3ｰ1

下町さくら東ひろば 新曽南3ｰ8

下町さくら中央ひろば 新曽南3ｰ15

下町さくら西ひろば 新曽南4ｰ1

氷川町さくらひろば 氷川町3ｰ5

さくら川沿い道満橋脇（4月～）美女木7ｰ20

さくら川沿い八幡橋脇 美女木6ｰ16

さくら川沿い天王さくら広場脇 笹目5ｰ32

さくら川沿い野竹橋脇 笹目6ｰ 1 3

戸田公園駐車場脇
（ボートコース沿い） 戸田公園7

 環境課（内線39 1）

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
とや困りごとについて、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 3月 1 1日（水）、午後1時～3時
ところ 笹目コミュニティセンター（コンパル）
セミナールーム 101
対象 市民

 社会福祉協議会　442-0309

《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 3月1日（日）、午前9時～午後5時、
3月29日（日）、午前8時30分～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）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
子ども用自転車、折りたたみ座卓、食
器棚、セラミックヒーター、園芸用支柱、
ベビーラック、チャイルドシート、五月
人形、ひな人形、茶箱
● ゆずってください
まきば幼稚園制服・用品、電動自転車、
ワープロ一式、ミシン、やかん（6L程度）、
室内用ジャングルジム、ギター　※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）

イ ベ ン ト
東日本大震災　
災害復興支援コンサート
とき 3月29日（日）、午後 1時～3時
ところ 後谷公園まちかど広場
内容 市内の音楽団体が複数出演。募金は
被災地復興支援活動に寄附

 オトなバンド戸田倶楽部　山崎 090-
9313-169 1

さくらパル祭り
とき 3月28日（土）、午前 10時～午後3時
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 サークル発表会、体験ワークショップ、
ベーゴマやメンコ、お手玉などの昔遊び体

験、戸田市姉妹都市美里町による産地直
送販売や、市内店舗による軽食販売　※入
場無料。軽食・駄菓子販売は有料。予約制
の体験ワークショップあり。詳しくは新曽
南多世代交流館（さくらパル）ホームページ
をご覧ください

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061

さくらパルさくらづくし〜さくらパ
ルを市内の桜の写真で飾ろう！〜
内容 さくらパルに市内の桜の写真を飾りま
す。皆さんがご自身で撮影した写真をご持
参ください。　※参加賞あり
申込 3月23日（月）～ 4月30日（木）、新曽
南多世代交流館（さくらパル）受付にA4サ
イズの写真用紙で印刷したものを直接持参
※費用無料。先着30点まで。詳しくは新
曽南多世代交流館（さくらパル）ホームペ
ージをご覧ください

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061
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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

3／ 1（日）、15（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）

3／ 3、10、17、24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
3／9（月）、23（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 3／ 13（金）、27（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）

おうちで絵本ひろば 3／ 2 1（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

パルシアター 3／ 1（日） 
10：00～ 1 1：30

上映作品 
『長ぐつをはいたねこ』 
『こどもにんぎょう劇』

誰でも、80人 ホール
（あいパル3階）

ビブリオバトル 
ワークショップ

3／20（祝・金） 
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 3／ 28（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

ちびっこ一日図書館員 3／ 30（月） 
14：00～ 16：00

図書館職員の仕事体験。
カウンターでの作業や、
本を探す作業など

小学3～ 6年生、
4人 上戸田分館

3／ 5（木）～
電話可、
申込順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

写真パネル展
「彩湖・自然にカシャッ！」

3／ 1（日）～
5／6（祝・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

申込不要

はらっぱであそぼう 4／ 26 （日） 
10：00～ 1 1：30

センター周辺の草花を使って
遊ぶ

幼児～小学生、20
人　※小学2年生
以下は保護者同伴

100円 
（教材費・
保険料）

3／ 26（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 ☎442-1 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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