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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。

電話案内
消防テレホンガイド  

 0180-994-996
防災とだテレホンサービス  
b0120-13-8882
粗大ごみ専用ダイヤル  

 424-5747

優勝戦出場選手インタビュー
5日（木） 6レース発売中、ステージ『Riva』
1 1日（水） 6レース発売中、ステージ『Riva』
18日（水） 6レース発売中、ステージ『Riva』
30日（月） 6レース発売中、ステージ『Riva』
　
ボートレース開催日程
7日（土）～ 8日（日） 
第4回レディースオールスター（鳴門） 
場外発売
8日（日）～ 11日（水） 
本命バトル祭・マンスリー BOATRACE杯
15日（日）～ 18日（水） 
第30回東京スポーツ杯
1 7日（火）～ 22日（日） 
SGボートレースクラシック（平和島） 
場外発売
25日（水）～ 30日（月） 
第51回報知新聞社杯
問い合わせ 戸田競艇企業団　  441-7711

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

ボートレース戸田

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

文化会館改修工事のお知らせ
令和3年 1月上旬（予定）まで全館休館期間を含む
大規模改修工事を行っており、現在、ホール、アー
トギャラリーおよびエントランスロビーはご利用い
ただけません。なお、レストランおよびオープンカ
フェをご利用のお客様は、後谷公園側よりお入りく
ださい。また、改修工事期間中の利用可能施設に
おいては、利用時に騒音や振動などが発生するほ
か、駐車場の利用に制限があります。ご不便やご迷
惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いしま
す。詳しくは、文化会館ホームページをご確認くだ
さい。
　施設利用予約の制限について
大規模改修工事に伴い、下記の期間中は日曜日以
外の施設新規予約ができません。
［5月30日（土）までの全日（日曜日を除く）］
※6月1日（月）より全館休館となります
（受付業務を除く）

休館日は第 2水曜日です。
ホームページ http://www.todacity-culturehall.jp

ボートレース戸
田から、イベン
ト、ファンサー
ビスの一例を紹
介します。

会　戸田市文化会館  445-1311
さ　さくらパル  229-1061
ぴ　チケットぴあ  0570-02-9999 https://t.pia.jp/
ロ　ローソンチケット  0570-000-777
　イープラス　https://eplus.jp/

※公演により電話番号が特設になる場合もあります
プ　市内プレイガイド
群泉堂  442-3601
埼玉新聞社チケットセンター  048-653-9022（平日のみ）
蕨市民会館  445-7660
オンライン　オンラインチケットサービス
文化会館ホームページからチケットが購入できます
友　文化会館友の会対象事業
指定事業の料金割引・優先予約（文化会館取り扱いのみ）
※プレイガイドの受付時間は、各プレイガイドにお問い合
わせください。プレイガイドにより、手数料が発生する場
合があります。公演により、当日料金を増額する場合や、
会館で販売できる枚数および 1人当たりの購入枚数を制限
する場合があります。また、文化会館のチケット前売初日は、
発売開始時のみ来館者が優先となります（電話予約可）。
チケットの予約・購入後のキャンセル（返金）・交換はでき
ません。表記している入場料金は、全て消費税込みです

プレイガイドなど

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。

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

11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
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