
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

ミニ国際交流フェア
◆中高生のためのユースワークショップ
とき 3月28日（土）、①午前 11時～　②午
後1時～（50分）
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
2階会議室
内容 海外派遣事業の体験談など
定員 各10人　※費用無料
申込 3月26日（木）まで　※当日参加も可

 国際交流協会　434-5690
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観賞と小倉山ハイキング
とき 3月21日（土）　集合／市役所：午前6
時、戸田駅南側バス停「戸田駅入口」前：
午前6時20分
ところ 山梨県甲州市周辺「座禅草自生地お
よび小倉山」
費用 6,800円（バス代、入浴代、保険料）
説明会 3月 1 1日（水）午後 7時30分～、
東部福祉センター会議室で　※当日参加費
を徴収

申込 電話で
 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

戸田市まちウォーク2020
市内各所をウォーキングします。約 12㎞と
約8㎞の2コースがあり、参加者にはオリ
ジナル参加賞と完歩証明を用意しています。
とき 3月29日 (日)　※受付：午前9時～、
出発式：午前9時30分、集合：後谷公園
※完歩後自由解散。雨天決行
定員 200人
費用 500円　※参加費当日支払い（未就
学児無料。参加賞・抽選会対象外）
申込 氏名（フリガナ）、住所、連絡先電話
番号を明記し、メール（todawalk@vase.
lolipop.jp）またはFAX（048-447-2 139）
で

 戸田市ウォーキング協会　080-3396-
6176
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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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