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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。

3月March 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］

●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時までに、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時までに、
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
日曜法律相談 3／ 1（日） ※予約制 午前 10時～正午
国税相談 3／ 9（月） ※予約制 午前 10時～午後3時
公正証書・遺言相談 3／ 1 1（水） ※予約制 午後1時30分～ 4時
土地家屋調査士相談 3／ 19（木） ※予約制 午前 10時～正午
犯罪被害者支援特設相談 3／ 25（水） ※予約制 午後 2時～ 4時
住まいの何でも相談 3／ 2（月） 午後1時～ 3時30分
厚生年金・労務相談 3／ 23（月） 午前 10時～午後3時
人権相談 3／ 12（木） 午前 10時～正午 502会議室［5階］
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 3／6（金） ※予約制 午前 10時～午後4時 
※受付：午後3時まで

外国人法律相談 第2水曜日 午後 2時～ 5時 国際交流協会　  434-5690

市民相談日

文化会館
ＴＯＤＡ ＣＩＴＹ ＴＨＥＡＴＲＥ 
劇団ＯＮＥ
第8回公演「夜叉ヶ池」
作：泉鏡花
演出：大石隆
開演日時 6月7日（日）、午後4時～
入場料 全席自由　一般 1,000円　
高校生以下500円
特別会場 蕨市民会館コンクレレホール
※蕨市民会館共催事業（文化会館改修期間の
ため）
前売情報 4月4日（土）午前 10時～
会  さ  プ  オンライン

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 1日（日）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18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、返信に郵便番号、住所、氏名を記入し
て「ベビーオイルマッサージ体験会」は3月 1 1
日（水）必着でこどもの国（〒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
3月の特別イベント
★ 春のコンサート
1日（日）1 1：00～ 12：00　こどもの国を利
用する親子
★ ひなまつりおたのしみ会
1日（日）13：00～　全児童（未就学児は保護
者同伴）
★ こどもの国クリーン大作戦
8日（日）10：00～ 1 1：00
★ 卒業・進級ライブ2020
14日（土）　全児童（未就学児と小学生は保護
者同伴）　※中高生によるバンド演奏とダンスパ
フォーマンス
★ ドームプラネタリウム
28日（土）10：00～　全児童（未就学児は保
護者同伴）
★ 春のお楽しみ会
28日（土）13：30～ 15：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）
★ エバリー親子コンサート
31日（火）① 10：30～　② 1 1：45～　全児童

満の乳児と保護者　15組
● お誕生日会
30日（月）① 10：00～　② 1 1：00～　3月
生まれの未就学児と保護者　各回 15人
【申込】3月15日（日）までに親子で当館受付へ。
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
★ ポンダンス講座（ジュニアクラス）
7日（土）1 1：00～ 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）
★ えいごでヒップホップ（ジュニアクラス）
14日（土）1 1：00～ 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）
22日（日）、29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

全児童向け講座
★ おりがみタイム
15日（日）14：00～ 15：00　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
24日（火）① 13：00～　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

（未就学児は保護者同伴）

未就学児向け講座
★ 戸田遊び場・遊ぼう会　ちびっこぼうけんひろば
4日（水）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
★ ポンダンス講座（ちびっこクラス）
7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）
★ キッズクラブ
1 1日（水）、25日（水）10：30～　2・3歳児
と保護者　先着 15組
★ 親と子の楽しい絵本の会
12日（木）、26日（木）1 1：00～　未就学児と
保護者
★ 体操の先生とあそぼう
13日（金）10：00～ 1 1：00　1歳～未就学児
と保護者　先着35組
★ えいごでヒップホップ（ちびっこクラス）
14日（土）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
★ テニス講座（ちびっこクラス）
22日（日）、29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
16日（月）1 1：00～　未就学児と保護者
【持ち物】汚れてもよい服装
● ベビーオイルマッサージ体験会
19日（木）10：30～ 12：00　2カ月～ 1歳未

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第 1月曜（今月は2日）は休館日です。

3月のスペシャルイベント
★ ワイワイひなまつり！
3日（火）　14：30～　全児童
★ プリム・キッズパーク
5日（木）10：30～ 11：30　幼児クラス登録
親子、プリムの子育てイベントに参加したことが
ある親子
● さんさん広場公開講座「動物の子育ての話
など」
20日（祝・金）14：30～ 15：30　全児童
★ プリムアート展
20日（祝・金）開館時間中　全児童
★ 人形劇団とんぽんちい「花さき山」　楽団
NANOによる生演奏
22日（日）14：00　全児童
★ 春のミニまつり
29日（日）14：00～ 16：00　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［2日（月）、20日（祝・金）を除く］
10：00～14：00　※3日（火）、27日（金）、30日
（月）、31日（火）は 10：00～13：00の短縮実施
0～3歳の未就園児と保護者

1 1日（水）、25日（水）① 10：00～　② 1 1：
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
14日（土）13：30～　駒の名前と動かし方が
分かる児童

ものづくりの時間講座
★ カレンダーづくり
15日（日）14：30～ 15：30　全児童

年中行事
★ パソコン室開放
毎週土・日曜日10：30～ 12：00　小学生以上
★ 昔遊びの時間
毎週金曜日［20日（祝・金）を除く］15：30～
全児童
★ いろいろ工作
毎週水曜日15：30～　全児童
★ 将棋で遊ぼう
毎週土曜日［14日（土）を除く］13：30～
全児童
★竹馬の時間
毎週土曜日　14：30～ 15：30　※雨天中止

子どもなんでも相談
1 1：00～ 16：00　お気軽にご相談ください

★ 子育ておしゃべりサロン「子育てのＷＡ！」
12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
月～金曜日［2日（月）、3日（火）、20日（祝・金）
を除く］
※雨天中止、27日（金）～31日（火）は休み
0～3歳の未就園児と保護者
★ おもちゃの日
12日（木）、19日（木）10：30～ 14：00
0～3歳の未就園児と保護者
★ トコパラデイ！
6日（金）1 1：00～　未就学児と保護者
● 0歳児親子のつどい　いちご組
4日（水）、18日（水）10：30～
0歳児と保護者　15組
★ おもちゃプリムランド
13日（金）10：30～ 12：00　未就学児と保護者
● ドレミ♪のじかん
16日（月）① 10：00～　② 11：00～　歩行が
安定した幼児と保護者　各15組
★ おはなしの木
17日（火）1 1：00～　未就学児と保護者
★ ちびっこコンサート
23日（月）1 1：00～　未就学児と保護者
● 【登録制】わくわく運動クラス
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