
講 室座 ・ 教
政策研究所シンポジウム
〜まちの魅力を高める「シビックプ
ライド」〜
とき 3月23日（月）、午後 1時30分～3時
ところ 文化会館会議室304
内容 まちに対する誇りや愛着（シビックプ
ライド）の概要や向上手段など
講師 株式会社読売広告社　都市生活研究
所
対象・定員 市内在住・在勤者、10人
申込 3月 16日（月）までに、シンポジウム
名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を電
子メール（seisaku@city.toda.saitama.
jp）または電話で　※費用無料。申込順

 政策秘書室（内線470）

子育て講演会
とき 3月27日（金）、午前 10時30分～正
午
ところ 戸田公園駅前行政センター2階　観
光情報館トビック
内容 講演「親子で楽しく伸ばそう！　コミ
ュニケーションスキルの育て方」
講師 三育学院大学看護学部准教授　松

まつ

﨑
ざき

敦
あつ

子
こ

さん
対象 0～ 3歳の子を子育て中の市内在住
の保護者、20人　※託児 15人まで（首が
据わっていること）。講座への子の同室は
不可
申込 3月3日（火）午前 10時～　※費用
無料。申込順、電話可

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

グリーンカーテン講座
今年の夏は、省エネに役立つグリーンカー
テンを育ててみませんか。受講者には、ゴ
ーヤのツルを絡ませるためのネットを、5月
にはゴーヤ苗を無料で差し上げます。
とき 3月 17日（火）、午前 10時 15分～
1 1時 15分
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・2
内容 地球温暖化の概要、グリーンカーテン
の育て方や省エネ効果
講師 市地球温暖化対策地域協議会　会員
定員 市民、25人　※先着順
申込 3月2日（月）～、電話または直接環境
課へ

 環境課（内線344）

市民料理教室
食生活改善推進員（ヘルスメイト）と一緒
に料理をしませんか？
とき 3月 18日（水）、午前9時30分～午
後 1時
ところ 福祉保健センター 2階調理実習室
内容 野菜たっぷり減塩料理
講師 市食生活改善推進員会
対象・定員 18歳以上の市民、10人　
持ち物 エプロン、三角巾、布巾、箸
申込 3月2日（月）～電話で　※費用無料。
申込順

 福祉保健センター　446-6453

障害者のための就労相談会
とき 3月 13日（金）、午後 1時～ 3時
ところ 市役所5階502号室

 障害福祉課（内線699）

文化財講座「市内文化財史
ふ み

ある記
き

」
2020年は東京オリンピック・パラリンピ
ックが開催されます。今回は、1964年の
東京オリンピック・パラリンピックの聖火
コースをたどりながら、郷土の歴史を学び
ます。
とき 3月28日（土）、午後 1時～ 4時
ところ 蕨市立歴史民俗資料館→旧中山道
→地蔵堂→水神社→戸田の渡し→3代目戸
田橋の親柱→戸田公園（現地解散）
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、30
人　
※認定単位は 1単位
費用 50円（保険料）
申込 3月 1日（日）～ 24日（火）に、氏名、
電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、
講座名を電話、FAX（442-8988）または
電子メール（hakubutu@city.toda.saita 
ma.jp）で

 郷土博物館　443-5600

戸田ヶ原ガイド講習2020
戸田ヶ原の植物の生態や自然を楽しく案内
する「戸田ヶ原ガイド」の講習会を行いま
す。受講者には4月 18日（土）の「戸田
ヶ原さくらそう祭り 2020」でガイドをお
願いする予定です。
とき 4月4日（土）、午前 10時～午後4時　
※雨天実施
ところ 彩湖・道満グリーンパーク管理事務
所
対象・定員 16歳以上の市民、10人
※費用無料
持ち物 歩きやすい服装、飲み物、昼食

申込 3月31日（火）までに、電子メール
（mail@toda-kousha.com）または電話
で　※申込順

 水と緑の公社　449-1550

さわやかジュニアテニス教室
とき 4月 18日（土）、19日（日）からの
毎週土・日曜日、午前7時～ 8時30分　
※ 1 1 ～ 3月は午前7時30分～ 8時50分
ところ スポーツセンター
対象・定員 新・小学 1年生～新・中学3年

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

4／7・14・2 1の火曜日
10：00～ 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

3／ 5（木）～
※申込順、電話可

パパも一緒にふれあいタイム 4／ 1 2（日）
10：00～ 1 2：00

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歳児と両親、 10組 530円

体幹筋トレ＆ソフトエアロ
4／7・14・2 1・28、
5／ 1 2・19・26の火曜日
（全7回）
19：15～20：30

生活に必要な筋力アップと体
の柔軟性を引き出す 30歳以上の市民、30人 3,7 10円 3／ 5（木）～

※申込順、電話可

夜のリフレッシュ＆
リラックスヨガ

4／3・10・1 7・24、
5／8・15・22・29の
金曜日（全8回）
19：15～20：30

座って体をほぐし、心身とも
に軽くする 市民、25人 5,040円

3／ 5（木）～
※申込順、電話可

つくって食べよう！ 
お喜楽食堂

4／9（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

美姿勢ボディメイク
4／ 1 1・18・25の土曜日
（全3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 2,340円 3／6（金）～

※申込順、電話可

ペルビックストレッチＡ・Ｂ
4／8・15・22、5／ 13・
20・27の水曜日（全6回）
Ａ：10：30～ 1 1：45
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4,080円 3／6（金）～

※申込順、電話可

リフレッシュヨガ
4／ 13・27、5／ 1 1・25、
6／ 1・8・22・29の月曜
日（全8回）
10：30～ 1 1：45

ゆったりと呼吸をし、体と心
をリフレッシュする 市民、30人 4,240円

（保険料含）
3／7（土）～
※申込順、電話可

囲碁将棋オセロひろば
3／7・2 1、4／4・1 8の
土曜日
13：00～ 15：00

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

新聞ちぎり絵ひろば 3／6（金）、4／3（金）
10：00～ 1 1：00

新聞を手でちぎって作品をつ
くる 市民 20円 当日受付
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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
3／5（木）、4／2（木）
毎月第 1木曜日
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

下戸田

パソコン相談
3／ 14（土）、4／ 1 1（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

3／ 14（土）　
毎月第２土曜日
10：30～ 1 1：30
3／24（火）　
毎月第４火曜日
10：30～ 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（途中入退場可）

幼児・小学生・
保護者 無料 当日随時受付

新曽 パソコン相談
3／ 15（日）、4／ 19（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 

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
※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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