
掲載されたイベントなどは、新型コロナ
ウイルスの影響により中止や内容変更と
なる場合があります。詳しくは、各所へ
お問い合わせください。

新型コロナウイルスに関連した
肺炎の相談窓口
新型コロナウイルスに係る肺炎について、
国内での感染が相次いで発生しています。
不安なことがあれば次の相談窓口をご利用
ください。
とき ところ 問い合わせ

24時間
（土・
日曜日、
祝日含む）

県民
サポートセンター

 0570-
783-770

県
保健医療政策課

FAX 048-
830-4808

南部保健所 FAX 048 -
261 -07 1 1

9：00～
2 1：00

厚生労働省
電話相談窓口

（コールセンター）

7 01 20-
565653
FAX 03-
3595-2756

市ホームページでも新着情
報を随時更新しています。

 福祉保健センター　446-
6479

市民課日曜窓口および
戸田公園駅前出張所窓口業務の
一部停止
システムメンテナンスのため、次の日程で
市民課および戸田公園駅前出張所窓口の一
部業務を停止します。詳しくは市ホームペ
ージまたは電話でご確認ください。
とき 5月2日（土）～6日（休・水）、終日
ところ 市民課、戸田公園駅前出張所
停止する業務　・マイナンバーカード関連
業務（カード交付、カードを利用した転入、
住所異動などに伴うカード情報書き換え、
暗証番号の再設定など）　・公的個人認証
関連業務（電子証明書の更新、発行および
失効など）

 市民課（内線205）／戸田公園駅前出張
所　420-9734

「新曽青少年の広場」オープン
ボールで遊べる広場「新曽青少年の広場」

お 知 ら せ がオープンしました。中高生などが好きな
ときにバスケットボールなどができるほか、
多目的に利用することができます。詳しく
は市ホームページをご覧ください。
ところ 戸田市大字新曽766

 児童青少年課（内線669）
「新曽青少年の広場」MAP

地域通貨「戸田オール券」の
有効期限は5月31日（日）です

「100オール券（青色）」「10オール券（橙
色）」の有効期限は、5月31日（日）までです
（有効期限はオール券の裏面に記載）。オー
ル券は「10オール＝ 10円」として市内の協
力店で使用できます。期限が切れたオール
券の使用や交換はできません。 ※協力店に
ついては、地域通貨戸田オール運営委員会
のホームページをご覧ください。また、オ
ール券は「とだオールカード」とは異なりま
すのでご注意ください

 地域通貨戸田オール運営委員会［協働推
進課内］（内線435）

保育施設などの空き状況
保育施設などの空き状況は、毎月 1日に市
ホームページで最新の情報を
ご確認いただけます。ぜひご
覧ください。

 保育幼稚園室（内線288）

保育コンシェルジュをご活用ください
保育施設の情報や入所利用申し込み方法な
ど、保育に関する疑問は保育コンシェルジ
ュへ気軽にご相談ください。 ※事前予約を
おすすめします
とき ①月～金曜日、午前9時～午後5時（正午
～午後 1時、窓口閉庁日を除く）　②日曜開庁
日（1月を除く毎月第 1日曜日）
ところ 保育幼稚園室

 保育幼稚園室　
443-561 1（直通）

計量器定期検査
業務（取引・証明）に使用するはかりは定期

検査が義務となります。下記の日程で検査
を行いますので、計量器を持参の上、受検
してください。対象者は事前調査にご協力
ください。4月上旬に発送する調査票が届
かない方や、前回（平成30年度）の検査を
受けていない方は、経済政策課へご連絡く
ださい。 ※詳しくは県計量検定所ホーム
ページをご覧ください
とき 6月 1日（月）、2日（火）、午前 10時～
午後3時　※正午～午後 1時を除く
ところ 市役所南側駐車場
対象 最大能力250㎏以下の機械式（アナ
ログ式）はかり　※電気式はかりおよび最
大能力250㎏を超える機械式はかりは別途、
係員が検査に伺います。日程は異なります
のでご注意ください。

 経済政策課（内線398）

既存住宅耐震診断・改修補助金制度
耐震診断と耐震改修工事に対する補助金を
交付しています。
対象 昭和56年5月以前に着工された一戸
建て住宅または共同住宅
費用 【耐震診断】①一戸建て住宅または木
造共同住宅：要した費用（限度額 10万円）
②木造以外の共同住宅：要した費用の 1／
2以内（限度額一戸当たり2万円、一棟当た
り 100万円）【耐震改修】耐震診断の結果
から耐震改修が必要な木造住宅で、次の改
修の区分に応じて交付。①一般改修：要し
た費用の 1／3以内（限度額50万円）　②
簡易改修：耐震シェルターなどの設置に要
した費用の 1／2以内（限度額20万円）

 まちづくり推進課（内線383）

外国人高齢者等福祉手当の支給
次の条件に当てはまる方は、申請により手
当が支給されます。詳しくは市ホームペー
ジまたは電話でご確認ください。
対象 市に引き続き 1年以上居住し、永住許
可または特別永住許可を受け、国民年金そ
のほかの公的年金を受けていない方で、次
の①か②のどちらかに該当する方。①大正
1 5年4月 1日以前に出生した方　②昭和57
年 1月 1日時点で満20歳以上であり、身体
障害者手帳の交付を受けており、障害の程
度が 1級または2級の方。または、県の療
育手帳の交付を受けており、障害の程度が
ⒶまたはＡの方。
支給額 月額 10 ,000円

 福祉総務課（内線298）

保養所「白田の湯」夏休みの利用抽選
7月 1 8日（土）～8月 1 8日（火）の利用（2泊
まで）は、抽選で決定します。
申込用紙の配布期間 5月 1日（金）～ 1 5日
（金）
配布場所 防犯くらし交通課、戸田公園駅
前行政センター、福祉保健センター、各福
祉センター、上戸田地域交流センター（あ
いパル）、中央図書館、障害者福祉会館、
児童センター（こどもの国、プリムローズ）、
笹目コミュニティセンター（コンパル）、新
曽南多世代交流館（さくらパル）、市内3駅
の広報ラック
申込 5月 1 5日（金）必着　※インターネッ
トからも抽選申込可

 防犯くらし交通課　保養所予約担当　4 
33-22 13

スポーツ安全保険
3月2日（月）からスポーツ安全保険の加入
受付を開始しています。加入依頼書は市役
所3階文化スポーツ課、スポーツセンター、
文化会館で配布。詳しくは「スポーツ安全
保険のあらまし」をご覧ください。
対象 スポーツ活動や文化活動を行う4人以
上の団体・グループ
対象となる事故の範囲 団体の管理下での
活動中（国内）やその往復中の事故など
補償内容 傷害保険・賠償責任保険・突然
死葬祭費用保険　※加入区分により補償金
額は異なります
年間掛金 1人当たり800～1 1 ,000円　
※年齢や活動内容により異なります
保険期間 令和3年3月31日（水）まで
申込 郵便局窓口で払込後、当日に「振替払
込受付証明書」および「振替払込請求書兼
受領証」を貼付した加入依頼書を郵送でス
ポーツ安全協会埼玉県支部（〒362-
0031　上尾市東町3-1679　スポーツ総
合センター内）へ　※4月 1日以降の申し込
みは、「加入依頼書を郵送した消印日」と「払
込日」のいずれか遅い日の翌日から有効

 スポーツ安全協会埼玉県支部　048 -
779-9580

とだグリーンウェイブ2020
①苗木の配布（第2期）
対象 6月 1 5日（月）までに市内民有地に植
樹できる2人以上の団体（家族、友人同士
も可）
申込 みどり公園課に事前相談の上、5月
29日（金）までに申請書を持参、郵送、
FAX（433–2200）または電子メール
（midor i - koen@c i t y. toda . s a i t a
ma.jp）で
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検査が義務となります。下記の日程で検査
を行いますので、計量器を持参の上、受検
してください。対象者は事前調査にご協力
ください。4月上旬に発送する調査票が届
かない方や、前回（平成30年度）の検査を
受けていない方は、経済政策課へご連絡く
ださい。 ※詳しくは県計量検定所ホーム
ページをご覧ください
とき 6月 1日（月）、2日（火）、午前 10時～
午後3時　※正午～午後 1時を除く
ところ 市役所南側駐車場
対象 最大能力250㎏以下の機械式（アナ
ログ式）はかり　※電気式はかりおよび最
大能力250㎏を超える機械式はかりは別途、
係員が検査に伺います。日程は異なります
のでご注意ください。

 経済政策課（内線398）

既存住宅耐震診断・改修補助金制度
耐震診断と耐震改修工事に対する補助金を
交付しています。
対象 昭和56年5月以前に着工された一戸
建て住宅または共同住宅
費用 【耐震診断】①一戸建て住宅または木
造共同住宅：要した費用（限度額 10万円）
②木造以外の共同住宅：要した費用の 1／
2以内（限度額一戸当たり2万円、一棟当た
り 100万円）【耐震改修】耐震診断の結果
から耐震改修が必要な木造住宅で、次の改
修の区分に応じて交付。①一般改修：要し
た費用の 1／3以内（限度額50万円）　②
簡易改修：耐震シェルターなどの設置に要
した費用の 1／2以内（限度額20万円）

 まちづくり推進課（内線383）

外国人高齢者等福祉手当の支給
次の条件に当てはまる方は、申請により手
当が支給されます。詳しくは市ホームペー
ジまたは電話でご確認ください。
対象 市に引き続き 1年以上居住し、永住許
可または特別永住許可を受け、国民年金そ
のほかの公的年金を受けていない方で、次
の①か②のどちらかに該当する方。①大正
1 5年4月 1日以前に出生した方　②昭和57
年 1月 1日時点で満20歳以上であり、身体
障害者手帳の交付を受けており、障害の程
度が 1級または2級の方。または、県の療
育手帳の交付を受けており、障害の程度が
ⒶまたはＡの方。
支給額 月額 10 ,000円

 福祉総務課（内線298）

保養所「白田の湯」夏休みの利用抽選
7月 1 8日（土）～8月 1 8日（火）の利用（2泊
まで）は、抽選で決定します。
申込用紙の配布期間 5月 1日（金）～ 1 5日
（金）
配布場所 防犯くらし交通課、戸田公園駅
前行政センター、福祉保健センター、各福
祉センター、上戸田地域交流センター（あ
いパル）、中央図書館、障害者福祉会館、
児童センター（こどもの国、プリムローズ）、
笹目コミュニティセンター（コンパル）、新
曽南多世代交流館（さくらパル）、市内3駅
の広報ラック
申込 5月 1 5日（金）必着　※インターネッ
トからも抽選申込可

 防犯くらし交通課　保養所予約担当　4 
33-22 13

スポーツ安全保険
3月2日（月）からスポーツ安全保険の加入
受付を開始しています。加入依頼書は市役
所3階文化スポーツ課、スポーツセンター、
文化会館で配布。詳しくは「スポーツ安全
保険のあらまし」をご覧ください。
対象 スポーツ活動や文化活動を行う4人以
上の団体・グループ
対象となる事故の範囲 団体の管理下での
活動中（国内）やその往復中の事故など
補償内容 傷害保険・賠償責任保険・突然
死葬祭費用保険　※加入区分により補償金
額は異なります
年間掛金 1人当たり800～1 1 ,000円　
※年齢や活動内容により異なります
保険期間 令和3年3月31日（水）まで
申込 郵便局窓口で払込後、当日に「振替払
込受付証明書」および「振替払込請求書兼
受領証」を貼付した加入依頼書を郵送でス
ポーツ安全協会埼玉県支部（〒362-
0031　上尾市東町3-1679　スポーツ総
合センター内）へ　※4月 1日以降の申し込
みは、「加入依頼書を郵送した消印日」と「払
込日」のいずれか遅い日の翌日から有効

 スポーツ安全協会埼玉県支部　048 -
779-9580

とだグリーンウェイブ2020
①苗木の配布（第2期）
対象 6月 1 5日（月）までに市内民有地に植
樹できる2人以上の団体（家族、友人同士
も可）
申込 みどり公園課に事前相談の上、5月
29日（金）までに申請書を持参、郵送、
FAX（433–2200）または電子メール
（midor i - koen@c i t y. toda . s a i t a
ma.jp）で

報告 植樹後、写真の提出が必要です
②グリーンウェイブ活動を市ホームページ
で紹介
対象 3月 1日（日）～6月 1 5日（月）に植樹
や草刈り、緑や生き物の普及啓発など緑や
生物多様性に関連する活動をした団体
申込 6月22日（月）までに団体名、メンバ
ー数、期間中に実施したグリーンウェイブ
活動内容、活動日時を記載の上、活動写真
を添付して電子メール（midori-koen@
city.toda.saitama.jp）で

 みどり公園課（内線319）

サクラソウの無料配布
とき 4月 1 8日（土）、午前 1 1時～
ところ 彩湖・道満グリーンパーク中心広場
（戸田ヶ原さくらそう祭り会場内）　※戸田
ヶ原さくらそう祭りが雨天などで中止とな
った場合は市役所
内容 サクラソウの配布　※園芸種
対象 市民　※なくなり次第終了

 みどり公園課（内線323）

児童扶養手当・特別児童扶養手当
手当額の改定
令和元年全国消費者物価指数の実績値が対
前年比変動率＋0.5％となったため、4月
分からの手当額が次のとおり改定されます。
◆児童扶養手当

平成31年
4月分～
令和2年
3月分（月額）

令和2年
4月分以降
（月額）

第
1
子

全部支給 42,9 10円 43,160円
（＋250円）

一部支給 42,900円～
10,1 20円

43,150円～
10,180円
（＋250円～＋60円）

第
2
子

全部支給 10,140円 10,190円
（＋50円）

一部支給 10,130円～
5,070円

10,180円～
5,100円
（＋50円～＋30円）

第
3
子

全部支給 6,080円 6,1 10円
（＋30円）

一部支給 6,070円～
3,040円

6,100円～
3,060円
（＋30円～＋20円）

◆特別児童扶養手当

平成31年
4月分～
令和2年3月分
（月額）

令和2年
4月分以降
（月額）

1級 52,200円 52,500円
（＋300円）

2級 34,7 70円 34,970円
（＋200円）

 こども家庭課（内線274）

医療費通知の送付月変更
市の国民健康保険に加入している世帯に、
「医療費のお知らせ」（はがきサイズ）を隔
月で送付しています。本年度より、送付月
が偶数月から奇数月となり、記載される診
療月も変更となります。
令和2年度以降
5月末発送（ 1、2月診療）　
※令和2年度のみ、 1 2～2月診療分と
なります
7月末発送（3、4月診療）
9月末発送（5、6月診療）
1 1月末発送（7、8月診療）
1月末発送（9、 1 0月診療）
3月末発送（ 1 1、 1 2月診療）

 保険年金課（内線2 12）

情報政策統計課の統計担当の
本庁舎移転

10月に実施される国勢調査のため、新曽
南庁舎より本庁舎へ移転しました。
とき 4月 1日（水）～令和3年3月31日（水）
（予定）
ところ 市役所 1階 102会議室

 情報政策統計課（内線602）

子どもの学習支援事業
ひとり親家庭などで育つ小・中学生の補習
をお手伝いします。
とき 毎週土曜日、午後2時～4時
ところ むつみ学習支援センター（戸田市大
字新曽 1 375-2）
対象 市在住の小・中学生、25人程度　
※登録制。費用無料
申込 こども家庭課窓口へ直接

 こども家庭課（内線454）

固定資産課税台帳（名
な

寄
よせ

帳
ちょう

）の縦覧・閲覧
以下の期間、税務課窓口で固定資産課税台
帳の記載事項を確認できます。
〈縦覧〉近隣の土地・家屋の評価額の比較
〈閲覧〉課税内容（土地・家屋・償却資産）
の確認
とき 縦覧：6月 1日（月）まで　閲覧：午前
8時30分～午後5時 1 5分　※土・日曜日、
祝日を除く。各月第 1日曜日（1月以外）は
午前9時～午後5時。水曜日は午後7時まで
ところ 市役所2階税務課
対象 固定資産税の納税義務者、市内の同
一世帯の方、納税管理人、所有者の委任状
を持つ代理人　※閲覧は、借地人・借家人
（賃貸借契約にかかる部分のみ）も対象
費用 縦覧は無料。閲覧は縦覧期間中に限
り無料（借地人と借家人は有料）
持ち物 来庁者の本人確認ができるもの（運
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転免許証など）。借地人・借家人は、来庁
者の本人確認書類と賃貸借契約書　※いず
れの場合も代理人は委任状が必要。過去の
名寄帳、納税通知書は本人確認書類として
使用できません。

 税務課（内線201）

集合狂犬病予防注射延期
毎年4月に実施している集合狂犬病予防注
射につきまして、新型コロナウイルスの感
染拡大による影響を受け、延期することと
なりました。実施の時期は５月を予定して
います。詳しくは市ホームページなどをご
覧ください。飼い犬の登録をされている方
にはお知らせの通知を送付します。未登録
の方は市役所または行政センターでの登録
をお願いします。

 環境課（内線390）

生産緑地地区の変更
『戸田都市計画生産緑地地区（第 1 3号生産
緑地地区）』を変更しました。この変更に関
して図書の縦覧を行っています。
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線392）

学生納付特例制度
20歳以上の学生で、国民年金保険料の納
付が困難な場合は、「学生納付特例」の制度
の利用により令和3年3月まで（ただし学生
証の有効期限内）の納付が猶予されます。
また、2年 1カ月前まで遡っての申請も可
能です。詳しくは、市または日本年金機構
ホームページをご覧ください。
申込 学生証（コピー可）、マイナンバーカ
ードを持参の上、保険年金課へ　※申請は
毎年度行う必要があります。次年度からは
日本年金機構からはがき形式の申請書が送
られますので、必要事項を記入してポスト
に投函してください

 保険年金課（内線2 13）

国民年金保険料の前納制度
国民年金には一定期間の保険料を前払いす
ると割引になる「前納」制度があります。各
前納とも納付期限は4月30日（木）です。詳
しくはお問い合わせください。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

市民活動サポート補助金受付
地域課題の解決を目的とした社会貢献事業
やＮＰＯ団体へ補助を行っています。
申込 4月2日（木）～ 1 7日（金）に申請書類
を協働推進課へ　※申請書類提出の際にヒ
アリングを行いますので、必ず事前にご連
絡の上、お越しください。詳しくは市ホー

ムページをご覧ください
 協働推進課（内線435）

令和2年度の課税証明書などの発行日
令和2年度の個人市民税・県民税の課税証
明書、非課税証明書および所得証明書の発
行開始日は、次のとおりです。

　対象 発行開始日

① 全額給与からの天引きで納
める方

5／ 14（木）

②

①に扶養されている方　
※収入がある方や申告をし
た方は6／5（金）になる場
合があります

③

①、②以外の方（納付書で
納める方や口座振替の方、
年金からの天引きで納める
方など）

6／5（金）

　

※マイナンバーカードを使ったコンビニエ
ンスストアなどでの発行は6月5日（金）か
らです

 税務課（申請手続：内線208、課税内容：
内線220）

《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 4月5日（日）、午前8時30分～午
後5時、5月3日（日）、午前9時～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
食器棚、セラミックヒーター、ベビーラ
ック、五月人形（カブト）、ひな人形（8段）、
大人用紙おむつ（Lサイズ）、茶箱、室
内用ジャングルジム、ベビーふとんセッ
ト、ベビーカー（A型）、子ども用自転車、
冠婚葬祭用和服一式、茶道具一式
● ゆずってください
まきば幼稚園制服・用品、電動自転車、
ミシン　※詳しくはお問い合わせくだ
さい

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
全国市町村交流レガッタ薩摩川内
大会　戸田市代表クルー選考会

9月26日（土）、27日（日）に鹿児島県薩摩
川内市で行われるボート競技の全国大会に、
市の代表として挑戦してみませんか。代表
には 1クルー当たり20万円の助成金が交付
されます（助成対象は最大6クルーまで）。
とき 5月 1 7日（日）、時間未定
ところ 戸田ボートコース
費用 1クルー　500円（保険料など）
申込 4月24日（金）までに費用を添えて文
化スポーツ課へ　※クルー編成：クルー（5
人）のうち、漕手4人の合計年齢が、200
歳以上が「熟年の部」、1 40歳以上が「壮年
の部」、1 40歳未満は「成年の部」でのエン
トリーとなります（そのほか、経験者制限

下水道の供用開始区域

4月1日から、次の区域が下水道供用開始となりま
した。下水道法で、供用開始日から3年以内に既
設のくみ取り便所（浄化槽含む）を水洗便所に改
造することが義務付けられています。市では改造
資金貸付のあっせんまたは補助を行っています。
使用料金は、排水設備工事後水道水などの使用量
に応じて納めることになります（※）。また、下水
道整備により利益を受ける土地の所有者や権利者
に下水道建設費の一部として負担する受益者負担
金が賦課されます。これは、その土地の面積に応
じて一度だけ賦課されるもので、一括納付の場合
は報奨金制度があります。また、排水設備を私道
内に設置する方には、一定の条件を満たした場合、
工事費用総額の3分の2もし
くは4分の3を助成します。
詳しい共用開始区域は、市ホ
ームページをご覧ください。
（※）下水道接続後は、水道
使用量に応じた下水道使用料
が発生します

 下水道施設課　229-4673
（供用開始について）
上下水道経営課　229-4606
（補助金・受益者負担金について）

◆案内図（第3負担区）
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新
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●

●
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◆案内図（第4負担区）
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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

中
央
図
書
館

おはなし玉手箱

4／8（水）、1 1（土）、
1 5（水）、1 8（土）、
22（水） 
1 5：30～ 16：00

絵本の読み聞かせ、紙芝居、お
はなしなど

幼児～ 
小学校低学年、 
25人

無料 視聴覚室 当日先着順

おはなしの部屋
4／25（土） 
14：30～15：00 
語り途中の入退場不可

昔話などの語り
1人でおはなしを
聞ける子、
25人

無料 視聴覚室 当日先着順

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）と工作会

4／ 19（日） 
1 3：00～ 1 4：30

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）

当日先着順

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

4／7、14、21、28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 キッズスペース

（あいパル2階）

おはなしの森
4／ 1 1（土） 
1 4：30～ 1 5：00　 
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
おはなしを聞ける
子、25人

絵本 
コーナー

赤ちゃんおはなし会 4／ 10（金）、24（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」（ 1 0：30～ 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）

パルシアター 4／5（日） 
1 3：30～ 1 4：30 上映作品『イソップ物語』 誰でも、35人 研修室

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

食べられる野草 5／ 10（日）
10：00～ 1 2：00

センター周辺の野草の紹介と
試食を行う

誰でも、30人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

200円 
（保険料
など）

彩湖自然学習セン
ター

4／10（金）～ 
電話可

【市民大学認定講座】 
彩湖周辺の野鳥観察①

5／ 1 7（日）
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺で見られる野鳥を、
解説付きで観察する

誰でも、30人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円 
（保険料
など）

4／17（金）～ 
電話可

はらっぱで遊ぼう 5／23（土）
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
（保険料
など）

4／23（木）～
電話可

イモムシをさがそう 5／31（日）
10：00～ 1 1：30

チョウやガの幼虫などを
観察する

誰でも、10人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円 
（保険料
など）

5／1（金）～ 
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）
　中央図書館 ☎442-2800 午前9時～午後8時（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
　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 ☎422-999 1 午前 10時～午後4時30分
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《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 4月5日（日）、午前8時30分～午
後5時、5月3日（日）、午前9時～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
食器棚、セラミックヒーター、ベビーラ
ック、五月人形（カブト）、ひな人形（8段）、
大人用紙おむつ（Lサイズ）、茶箱、室
内用ジャングルジム、ベビーふとんセッ
ト、ベビーカー（A型）、子ども用自転車、
冠婚葬祭用和服一式、茶道具一式
● ゆずってください
まきば幼稚園制服・用品、電動自転車、
ミシン　※詳しくはお問い合わせくだ
さい

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
全国市町村交流レガッタ薩摩川内
大会　戸田市代表クルー選考会

9月26日（土）、27日（日）に鹿児島県薩摩
川内市で行われるボート競技の全国大会に、
市の代表として挑戦してみませんか。代表
には 1クルー当たり20万円の助成金が交付
されます（助成対象は最大6クルーまで）。
とき 5月 1 7日（日）、時間未定
ところ 戸田ボートコース
費用 1クルー　500円（保険料など）
申込 4月24日（金）までに費用を添えて文
化スポーツ課へ　※クルー編成：クルー（5
人）のうち、漕手4人の合計年齢が、200
歳以上が「熟年の部」、1 40歳以上が「壮年
の部」、1 40歳未満は「成年の部」でのエン
トリーとなります（そのほか、経験者制限

などあり）。詳しくは市ホームページをご
覧ください

 文化スポーツ課（内線339）

山菜を「食する会」「調理講習会」
とき ①山菜を「食する会」：5月2日（土）～
3日（日）、1泊2日　集合：5月2日（土）午
後3時、小川町げんきプラザ東炊事場　
※宿泊は寝具付きバンガロー　
②山菜の調理講習会：5月 16日（土）～ 1 7
日（日）開催予定
ところ 県立小川げんきプラザキャンプ場　
費用 大人：6,000円、小学4年生以上：
3,000円、小学3年生以下：2,500円　
※参加費は募集要項記載の指定口座へ振込。
詳しくはお問い合わせください

 山岳連盟　岩崎　090-1604 -6848

戸田ヶ原さくらそう祭り2020
皆さんと植えたサクラソウは、4月に可憐

な花を咲かせます。春の戸田ヶ原自然再生
地へぜひお花見に来てください。
とき 4月 1 8日（土）、午前 1 1時～午後3時　
※雨天中止
ところ 彩湖・道満グリーンパーク中心広場、
戸田ヶ原自然再生エリア第 1号地
内容 ①戸田ヶ原やサクラソウのガイド　
②戸田ヶ原スタンプラリー　③サクラソウ
切り紙・とだみちゃんぬりえ・ジャンボか
るた　④戸田キャラショー　⑤荒川のうた
合唱団による合唱　⑥大正琴演奏　⑦県電
気工事工業組合ブースなど　※費用無料

 水と緑の公社　  449-1550

戸田ヶ原さくらそう展示会
とき 4月7日（火）午後 1時～ 1 5日（水）正
午
ところ イオンモール北戸田 1階（サクラソ
ウ広場付近の通路）
内容 サクラソウの展示、戸田ヶ原のパネ

下水道の供用開始区域
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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

中
央
図
書
館

おはなし玉手箱

4／8（水）、1 1（土）、
1 5（水）、1 8（土）、
22（水） 
1 5：30～ 16：00

絵本の読み聞かせ、紙芝居、お
はなしなど

幼児～ 
小学校低学年、 
25人

無料 視聴覚室 当日先着順

おはなしの部屋
4／25（土） 
14：30～15：00 
語り途中の入退場不可

昔話などの語り
1人でおはなしを
聞ける子、
25人

無料 視聴覚室 当日先着順

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）と工作会

4／ 19（日） 
1 3：00～ 1 4：30

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）

当日先着順

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

4／7、14、21、28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 キッズスペース

（あいパル2階）

おはなしの森
4／ 1 1（土） 
1 4：30～ 1 5：00　 
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
おはなしを聞ける
子、25人

絵本 
コーナー

赤ちゃんおはなし会 4／ 10（金）、24（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」（ 1 0：30～ 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）

パルシアター 4／5（日） 
1 3：30～ 1 4：30 上映作品『イソップ物語』 誰でも、35人 研修室

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

食べられる野草 5／ 10（日）
10：00～ 1 2：00

センター周辺の野草の紹介と
試食を行う

誰でも、30人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

200円 
（保険料
など）

彩湖自然学習セン
ター

4／10（金）～ 
電話可

【市民大学認定講座】 
彩湖周辺の野鳥観察①

5／ 1 7（日）
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺で見られる野鳥を、
解説付きで観察する

誰でも、30人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円 
（保険料
など）

4／17（金）～ 
電話可

はらっぱで遊ぼう 5／23（土）
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
（保険料
など）

4／23（木）～
電話可

イモムシをさがそう 5／31（日）
10：00～ 1 1：30

チョウやガの幼虫などを
観察する

誰でも、10人　
※小学2年生以下は
保護者同伴

100円 
（保険料
など）

5／1（金）～ 
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）
　中央図書館 ☎442-2800 午前9時～午後8時（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
　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 ☎422-999 1 午前 10時～午後4時30分
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ル展示
 水と緑の公社　  449-1550

春を彩る植木市「花フェスタ」
とき 4月 1 2日（日）、午前 10時～午後４時
ところ 市役所通り（市役所交差点から文化
会館交差点）
内容 花木の販売、市内商店、園芸店によ
る出店、音楽演奏など

 水と緑の公社　449-1550

募 集
ボートのまちフェスティバル2020
in戸田公園　
出店者・ステージ出演者
とき 7月5日（日）、午前 1 1時～午後6時
①飲食・物販等出店：午前 1 1時～午後6時
②ステージ出演：午後 1時30分～5時の内
1 5分間（予定）
ところ 県営戸田公園
対象・定員 ①飲食・物販などの出店者、
20店程度（市内に実店舗または事業所を有
する個人事業主または法人）　②9団体程
度（市内で活動している個人・団体。打楽
器など大きな音の演出を除く）
費用 ①7,000円　②無料
申込 4月 1 7日（金）まで　※詳しくはホー
ムページをご覧ください

 市聖火リレー記念イベント等実行委員会
事務局［文化スポーツ課内］（内線339）

青少年問題協議会委員
青少年の健全育成に関して審議する青少年
問題協議会の委員を公募します。
募集人数 2人
資格 令和2年4月 1日現在、満20歳以上の
市民
任期 委嘱日～令和4年3月　※報酬あり、
会議は平日昼間に年2回程度開催予定
選考方法 書類選考および面接　
申込 4月 1日（水）～ 1 4日（火）に申込書と
作文（800字程度。テーマ「身の回りに感
じる青少年問題とそれに対し大人ができる
こと」）を、郵送または電子メール（jidosei
syonen@city.toda.saitama.jp）で　
※申込書は市ホームページまたは児童青少
年課で取得可

 児童青少年課（内線669）

手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅰ）
とき 6月4日～令和3年3月 1 1日の木曜日
（全36回）、午後7時～9時　※7月23日、
8月 1 3日、1 2月24日、1 2月31日、 令 和

3年2月 1 1日の木曜日を除く
ところ 心身障害者福祉センター（障害者福
祉会館）
対象・定員 手話通訳者として活動する意
欲があり、受講審査に合格した市内在住・
在勤・在学者、10人
費用 4 ,860円（テキスト代）
申込 4月22日（水）までに申込書を持参ま
たはFAX（441 -5031）で心身障害者福祉
センターへ　※5月 1 4日（木）に受講審査
を行います

 心身障害者福祉センター（障害者福祉会
館内）　445-1 828　

シルバー人材センター会員
とき ①4月4日（土）、午前 10時～正午　
②4月6日（月）、午後2時～4時　③4月7
日（火）、午前 10時～正午　※③のみ女性
限定説明会
ところ シルバー人材センター
内容 就業、ボランティア、サークル活動
の説明
対象 原則60歳以上で健康な市民　※申し
込み不要

 シルバー人材センター 434 -041 1

男女共同参画川柳
性別に関わりなく、誰もがそれぞれの違い
や多様な生き方を尊重し、個性と能力を十
分に発揮できる男女共同参画社会をイメー
ジできる川柳を募集します。
募集期間 5月13日（水）まで
要件 他のコンテストに応募していない、
自作の未発表川柳作品
対象 市内在住・在勤・在学者
応募 市内公共施設にある応募用紙に川柳
を記入し、協働推進課または上戸田地域交
流センター（あいパル）へ持参、郵送、ＦＡ
Ｘ（433-2200）または電子メール（com
munity@city.toda.saitama.jp）で。
詳しくは市ホームページをご覧ください

 協働推進課（内線428）

上戸田地域交流センター（あいパル）
「こころとからだの健康相談」相談業務
募集人数 若干名
職種 保健師
内容 事前予約対応、当日予約の相談者へ
の対応など
勤務時間 午前9時～正午、週 1～2回（曜
日は不問）、月2回以上
勤務場所 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
賃金 時給2,000円　※規定内で交通費支
給

 上戸田地域交流センター（あいパル）　

229-3133

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
内容 施設清掃業務
勤務時間 ①午前8時～ 1 1時45分 ②午後
1時～4時30分 　※①と②のシフト制。
勤務日数は応相談。希望休日考慮します
勤務場所 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
賃金 時給 1 ,020円　※規定内で交通費支
給、制服貸与、有給休暇あり

 上戸田地域交流センター（あいパル）　
高橋　229-3133

とだファミリー・サポート・センター
会員

日　程 場　所

入会説明会

5／ 16（土）
10：00～ 1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター

5／30（土）
10：00～ 1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

5／ 1 2（火）
9：30～ 1 2：30

5／27（水）
9：30～ 1 2：10

申込 各開催日の前日正午までに電話で　
※第2・4土曜日、第 1・3・5水曜日、日曜
日、祝日は休業。随時、個別入会説明会も
実施しています

 とだファミリー・サポート・センター事
務局　433-2244

講 室座 ・ 教
「TODA元気体操」
介護予防リーダー養成講座
重りを使って行う「TODA元気体操」は、
リーダーを中心に運営や場所の確保を皆さ
んで行います。
とき 6月2日～7月 1 4日の毎週火曜日（全7
回）、午後2時～4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
定員 40人　※費用無料
申込 4月1日（水）～30日（木）に電話で

 長寿介護課（内線47 1）

認知症サポーター養成講座
とき 4月 1 8日（土）、午後２時～3時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
C会議室
内容 認知症サポーター養成講座

定員 40人　※費用無料。先着予約順
申込 4月 1 7日（金）までに電話で

 戸田病院認知症疾患医療センター　長
瀬　433－0090

日本語ボランティア養成講座
◆日本語ボランティア養成講座①
とき 4月 1 8日（土）、午前 10時～正午
内容 地域日本語支援の意義（2）
講師 国立国語研究所 野

の
山
やま
広
ひろし
さん

◆日本語ボランティア養成講座②
とき 4月23日（木）、午後7時～9時
内容 「話す」ことを考えながら学ぶ
講師 長

なが
崎
さき
清
きよ
美
み
さん（日本語教育研究所）

申込 ①②とも：4月16日（木）まで
◆見学会（ボランティア希望者向け）
とき 5月23日（土）・30日（土）、午前9時
30分～正午、5月28日（木）・6月4日（木）、
午後6時30分～9時
申込 希望日の前日まで　※費用無料

ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
2階会議室

 国際交流協会　434 -5690　※月曜、
祝祭日は休み

心身障害者福祉センターの講座［令和２年度開催予定事業］
◆障害者対象講座　※申込順

◆こころの健康サロン（精神障害者対象）
こころに不安を抱えている方が憩い、交流する場です。ピアカ
ウンセリングも行います。
とき 4月25日～令和3年3月27日の毎月第4土曜日（全 1 2回）、
午後 1時～2時30分　※5月は 16日、1 2月は 1 2日に開催
◆身体障害者サロン活動
健康体操や創作活動を通じて、気軽に楽しみながら交流しまし
ょう！
とき 4月 1 7日～令和3年 1月 1 5日の第3金曜日（全 10回）、午

ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館内）　※費用無料。講座によって実費負担あり。手話通訳や要約筆記が必要な方は事
前にお知らせください　  心身障害者福祉センター（障害者福祉会館内）　電話：445-1 828／FAX：441 -5031

講座名 とき 対象・定員
書道 4／ 16、6／ 18、8／20、10／ 15、12／ 1 7、R3．2／ 18の木曜日（全6回）、10:00～ 12:00 身体障害者、15人
組み紐 5／ 14、7／9、9／ 10、1 1／ 12、R3．1／ 14、3／ 1 1の木曜日（全6回）、13:00～ 15:00 身体障害者、10人
編み物 5／9、7／ 1 1、9／ 12、1 1／ 14、R3．1／9、3／ 13の土曜日（全6回）、13:00～ 15:00 身体障害者、10人
陶芸 5／ 1 1、7／ 13、9／ 14、1 1／9、R3．1／ 18、3／8の月曜日（全6回）、10:00～ 12:00 身体障害者、12人
パソコン相談 4／4～R3．3／20の第 1・3土曜日（全23回）、13:00～ 16:00　※R3．1／2を除く 身体障害者、定員なし
健康体操・
レクリエーション教室 4／26～R3．3／28の第４日曜日（全 1 1回）、10:00～ 1 1 :30　※ 12月を除く 身体障害者、15人

◆心身障害児対象講座　申込 4月13日（月）まで　※応募者多数は抽選

講座名 とき 対象・定員
体操教室（小学生コース） 5／ 15～ R3．3／ 12の金曜日（全32回）、1 7:30～ 18:15 心身障害児（小学生）、若干名
心身障害児レクリエーション
わいわいプラザ

5／9、7／ 1 1、9／ 12、1 1／ 14、1／9、R3．3／ 13の土曜日（全6回）、
13:00～ 15:00

心身障害児（18才未満）、
若干名

音楽教室（小学生コース） 5／7～R3．3／25の木曜日（全30回）、16:00～ 16:30 心身障害児（小学生）、若干名
音楽教室（中学生コース） 5／7～R3．3／25 の木曜日（全30回）、16:45～ 1 7:25 心身障害児（中学生）、若干名
おもちゃ図書館 4／ 1 1～R3．3／ 13の第2土曜日（全 1 1回）、10:00～ 12:00　※8月を除く 心身障害児、定員なし
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229-3133

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
内容 施設清掃業務
勤務時間 ①午前8時～ 1 1時45分 ②午後
1時～4時30分 　※①と②のシフト制。
勤務日数は応相談。希望休日考慮します
勤務場所 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
賃金 時給 1 ,020円　※規定内で交通費支
給、制服貸与、有給休暇あり

 上戸田地域交流センター（あいパル）　
高橋　229-3133

とだファミリー・サポート・センター
会員

日　程 場　所

入会説明会

5／ 16（土）
10：00～ 1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター

5／30（土）
10：00～ 1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

5／ 1 2（火）
9：30～ 1 2：30

5／27（水）
9：30～ 1 2：10

申込 各開催日の前日正午までに電話で　
※第2・4土曜日、第 1・3・5水曜日、日曜
日、祝日は休業。随時、個別入会説明会も
実施しています

 とだファミリー・サポート・センター事
務局　433-2244

講 室座 ・ 教
「TODA元気体操」
介護予防リーダー養成講座
重りを使って行う「TODA元気体操」は、
リーダーを中心に運営や場所の確保を皆さ
んで行います。
とき 6月2日～7月 1 4日の毎週火曜日（全7
回）、午後2時～4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
定員 40人　※費用無料
申込 4月1日（水）～30日（木）に電話で

 長寿介護課（内線47 1）

認知症サポーター養成講座
とき 4月 1 8日（土）、午後２時～3時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
C会議室
内容 認知症サポーター養成講座

定員 40人　※費用無料。先着予約順
申込 4月 1 7日（金）までに電話で

 戸田病院認知症疾患医療センター　長
瀬　433－0090

日本語ボランティア養成講座
◆日本語ボランティア養成講座①
とき 4月 1 8日（土）、午前 10時～正午
内容 地域日本語支援の意義（2）
講師 国立国語研究所 野

の
山
やま
広
ひろし
さん

◆日本語ボランティア養成講座②
とき 4月23日（木）、午後7時～9時
内容 「話す」ことを考えながら学ぶ
講師 長

なが
崎
さき
清
きよ
美
み
さん（日本語教育研究所）

申込 ①②とも：4月16日（木）まで
◆見学会（ボランティア希望者向け）
とき 5月23日（土）・30日（土）、午前9時
30分～正午、5月28日（木）・6月4日（木）、
午後6時30分～9時
申込 希望日の前日まで　※費用無料

ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
2階会議室

 国際交流協会　434 -5690　※月曜、
祝祭日は休み

市民大学認定講座
◆青山学院大学連携講座「日本の国際関係の新展開」

※第 1回は、冒頭に市民大学開講式を実施予定（午後2時～2時 10分）
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、100人
認定単位数 4単位
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っていない方には希望により交付）
申込 氏名、電話番号、年代、対象（在住・在勤・在学）、講座名を記入して、市ホーム
ページの申込フォームまたは電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saita
ma.jp）で　※費用無料。申込順、電話可　

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線342）

回 とき 内容 講師 ところ

1
5／ 16（土）
1 4：10～ 1 5：40
※市民大学開講式あり

「インド太平洋」
外交の時代

青山学院大学国際政治経
済学部国際政治学科教授
菊
きく

池
ち

 努
つとむ

さん 文化会館
会議室304

2 5／30（土）
14：00～15：30

中国から見た
日中関係―その
重要性と課題

青山学院大学国際政治経
済学部国際政治学科教授
林
イム

 載
ジェフ

桓
アン

さん

3 6／6（土）
14：00～15：30 日本の国連外交

青山学院大学国際政治経
済学部国際政治学科教授
阿
あ

部
べ

 達
たつ

也
や

さん
市役所5階
大会議室

4 6／20（土）
14：00～15：30

2020アメリカと
大統領選挙と
日米関係の現状

慶應義塾大学総合政策学部
総合政策学科教授
中
なか

山
やま

 俊
とし

宏
ひろ

さん
市役所5階
大会議室

心身障害者福祉センターの講座［令和２年度開催予定事業］
◆障害者対象講座　※申込順

◆こころの健康サロン（精神障害者対象）
こころに不安を抱えている方が憩い、交流する場です。ピアカ
ウンセリングも行います。
とき 4月25日～令和3年3月27日の毎月第4土曜日（全 1 2回）、
午後 1時～2時30分　※5月は 16日、1 2月は 1 2日に開催
◆身体障害者サロン活動
健康体操や創作活動を通じて、気軽に楽しみながら交流しまし
ょう！
とき 4月 1 7日～令和3年 1月 1 5日の第3金曜日（全 10回）、午

ところ 心身障害者福祉センター（障害者福祉会館内）　※費用無料。講座によって実費負担あり。手話通訳や要約筆記が必要な方は事
前にお知らせください　  心身障害者福祉センター（障害者福祉会館内）　電話：445-1 828／FAX：441 -5031

前 10時～正午
対象 身体障害者　※活動によって日時や定員が変わる場合が
ありますので、詳しくはお問い合わせください。
◆身体障害者相談
身体障害者相談員がさまざまな相談に応じます。
とき 4月 1 8日～令和3年3月20日、毎月第3土曜日（全 1 2回）、
午後 1時～4時
対象 身体障害者

講座名 とき 対象・定員
書道 4／ 16、6／ 18、8／20、10／ 15、12／ 1 7、R3．2／ 18の木曜日（全6回）、10:00～ 12:00 身体障害者、15人
組み紐 5／ 14、7／9、9／ 10、1 1／ 12、R3．1／ 14、3／ 1 1の木曜日（全6回）、13:00～ 15:00 身体障害者、10人
編み物 5／9、7／ 1 1、9／ 12、1 1／ 14、R3．1／9、3／ 13の土曜日（全6回）、13:00～ 15:00 身体障害者、10人
陶芸 5／ 1 1、7／ 13、9／ 14、1 1／9、R3．1／ 18、3／8の月曜日（全6回）、10:00～ 12:00 身体障害者、12人
パソコン相談 4／4～R3．3／20の第 1・3土曜日（全23回）、13:00～ 16:00　※R3．1／2を除く 身体障害者、定員なし
健康体操・
レクリエーション教室 4／26～R3．3／28の第４日曜日（全 1 1回）、10:00～ 1 1 :30　※ 12月を除く 身体障害者、15人

◆心身障害児対象講座　申込 4月13日（月）まで　※応募者多数は抽選

講座名 とき 対象・定員
体操教室（小学生コース） 5／ 15～ R3．3／ 12の金曜日（全32回）、1 7:30～ 18:15 心身障害児（小学生）、若干名
心身障害児レクリエーション
わいわいプラザ

5／9、7／ 1 1、9／ 12、1 1／ 14、1／9、R3．3／ 13の土曜日（全6回）、
13:00～ 15:00

心身障害児（18才未満）、
若干名

音楽教室（小学生コース） 5／7～R3．3／25の木曜日（全30回）、16:00～ 16:30 心身障害児（小学生）、若干名
音楽教室（中学生コース） 5／7～R3．3／25 の木曜日（全30回）、16:45～ 1 7:25 心身障害児（中学生）、若干名
おもちゃ図書館 4／ 1 1～R3．3／ 13の第2土曜日（全 1 1回）、10:00～ 12:00　※8月を除く 心身障害児、定員なし
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TODAファイナンシャルセミナー
とき 4月25日（土）、午後 1時30分～3時
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 人生 100年を安心して暮らす未来資
金計画の立て方

回）、午後7時～9時　※8月12日（水）は休講
内容 はじめて手話を勉強する方のための
講座
定員 30人
◆初級講座
とき 5月 1 3日～ 1 1月 1 8日の水曜日、午前
10時～正午（全26回）　※7月22日（水）、

対象 市内在住・在学・在勤者、先着20人　
※費用無料。申込順
申込 特定非営利活動法人JCPFPへ、電
話（048 -851 -5301）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

手話講習会
◆入門講座
とき 5月13日～10月14日の水曜日（全22

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

ヴァイオリンと一緒に
リトミック

5／ 1 1（月）
1 1：00～ 1 1：40

ヴァイオリンの生演奏に
合わせて、五感を使って
楽しく身体を動かそう！

市民、親子20組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

4／5（日）～
※申込順、
電話可

TOEIC®対策講座
5／ 16、23、30、6／ 13、
20、27、7／4、1 1、18、25
の土曜日（全 10回）、
10：00～12：00

TOEICを初めて学ぶ方
向けの講座 市民、25人

15 ,000円
（テキスト代別
途）

～みんなでうたおう～
キッズボーカル
ジュニアボーカル

5／ 16（土）、21（木）、30（土）、
6／4（木）、6（土）（全5回）、
キッズ　 土曜日／9：00～9：50、 

木曜日／ 15：30～16：20　
ジュニア　 土曜日／ 10：00～1 1：00、 

木曜日／ 16：30～1 7：30
※6／6（土）は後日お伝え

みんなで楽しく歌を練習
し、ステージ［6／7（日）］
で発表する

キッズ： 未就学児、 
10人

ジュニア： 小学生、 
10人

各2,500円

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

申込方法
○市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・窓口のいずれかで　※申込順　
○受付時間：午前９時～午後５時１５分　 ※講座申込の初日は午前１０時～。第2・4・5の月曜日を除く（祝日は受付可） 　
○電子メール：講座名・氏名（ふりがな）・住所・年代・電話番号を記入して、各公民館あてに送信（年代：対象が幼児は年齢、小学生は学年を記入）　
○費用が必要な講座：指定された期日までに支払いがない場合、参加不可。支払期日を経過した後の返金不可　
○開催最小人数に達しない場合は中止　
○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
○託児室ありの講座で託児（1歳以上の未就学児が対象）希望の場合は、その旨と、乳幼児の年齢、性別、名前（ふりがな付）をお申し出ください

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期間

美笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／2（木）、5／7（木）
毎月第１木曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

【市民大学認定講座】
パークゴルフで
健康講座

5／ 1 4（木）、2 1（木）
（全2回）　
1 4：00～ 1 5：30
※予備日　5／28（木）

パークゴルフをとおして体を
リフレッシュ
※会場は市内パークゴルフ場

市民など、
1 2人

700円
（使用料、
保険料）

4／ 10（金）～
※託児希望者は
4／20（月）までに
要申込

手作りパン講座 5／ 1 5（金）　
10：00～ 1 3：00　

美味しいパンのつくり方を習う
※託児あり（1歳～未就学児）

市民など、
1 2人
（託児は先着6人）

800円
（教材費、
保険料）
※在勤・
在学者は
1 ,000円

【市民大学認定講座】
現代文学講座

5／ 16、23、30の
土曜日（全3回）　
1 4：00～ 1 5：30　

「人間というもの
ー近・現代の短編にみる人間像ー　
菊池寛、司馬遼太郎、中島敦」

市民など、
1 5人 無料

手作りケーキ講座 5／22（金）
10：00～ 1 3：00　

家庭でできる美味しいケーキをつく
る
※託児あり（1歳～未就学児）

市民など、
1 2人
（託児は先着6人）

800円
（教材費、
保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／ 1 1（土）、5／9（土）
毎月第２土曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

絵本の
読み聞かせ広場

4／ 1 1（土）
毎月第２土曜日
10：30～ 1 1：30
4／2 1（火）
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

健康講座①
（ストレッチ・
リズム体操）

5／ 1 2～6／9の火曜日
（全5回）　
1 3：30～ 1 5：00 

ストレッチ・リズム体操で健康増進 市民、
45人 無料 4／8（水）～30（木）

宝珠大学
5／2 1、6／25、7／9、
8／27、9／24、10／22
の月 1回、木曜日（全6回）
1 3：30～ 1 5：30

①人権教育
②歴史ガイドとめぐる街歩き
③介護予防運動
④防災対策
⑤館外学習（社会科見学）
⑥金融経済　

60歳以上の
市民、
40人

1 50円
（保険料）
※⑤2,000
円程度（館
外学習実
費）

4／ 10（金）～
5／ 1（金）

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／ 19（日）、5／ 1 7（日）
毎月第3日曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

寿大学

5／ 1 2（火）、6／ 1 1（木）、
7／ 16（木）、9／ 10（木）、
10／8（木）,1 1／ 1 2（木）
（全6回）
1 3：30～ 1 5：00
※1 1／12（木）は館外学習

①健康維持のための体操
②落語でお笑い
③人権教育講座
④脳を活性化するためのトレーニング
⑤栄養バランスと食事
⑥館外学習（バス見学）

60歳以上の
市民、
24人

150円
（保険料）
※⑥ 1,850
円程度（館
外学習実
費）

4／8（水）～
※電話可、申込順

大人の初歩ピアノ講座
5／ 1 3～7／29 
の毎週水曜日（全 1 2回）
1 3：30～ 1 5：30

ピアノを初歩から学ぶ 市民など、
1 2人

1 ,000円
（教材費）

4／ 10（金）～
※電話可、申込順

公民館の講座 コンパルの講座

問い合わせ 笹目コミュニティセンター（コンパル）　 422-9988
※各講座ともに開催最小人数に達しない場合は中止します

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 午後
 5／ 1 3、20、27の
水曜日 
1 4：00～ 1 6：00

1階
パソコン
ルーム

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

市内在住・
在勤者、各7人

各3,000円
（全3回分）

4／2（木）～
25（土）
※申込順、
電話可。
希望者が１
人のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 5／ 1 3（水）～ 1 5（金） 
1 9：00～2 1：00

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

ホームページ作成 夜 5／20（水）～22（金） 
1 9：00～2 1：00

ホームページ作成・
公開までの基礎

Excel2013中級
（内容CDを贈呈） 午前

5／7、 1 4、2 1の
木曜日 
1 0：00～ 1 2：00

基礎的な関数が操
作できる方向けの
講座

◆パソコン講習会

講座名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 講師 募集期間

ちまきを作ろう 4／ 19（日）、 
13：30～15：30

2階
キッチン
スタジオ

手づくりのちまき
で5月の節句を楽
しもう

市内在住の
小学生
（幼児も可）と
保護者、 1 5組

600円

エプロン、
手ふきタオ
ル、三角巾
（バンダナ）、
飲み物

平
ひら
野
の
洋
よう
子
こ

さん
4／2（木）～
15（水）

スマホで
LINE（ライン）体験

4／25（土）、 
10：00～
12：00

3階
セミナールーム
302

スマホのアプリ
「LINE」を使って
みませんか

市内在住・
在勤者、
20人

無料
筆記用具
（スマホは全
員に貸出）

スマホ
トレーナー

4／3（金）～
20（月）

楽健法体験「足で踏む
リンパマッサージ」

 4／25（土）、
13：00～16：00 2階和室

2人で踏み合って、
楽に健康になれる
方法を体験しまし
ょう

市内在住・
在勤者、30人 300円

敷物（バス
タオルな
ど）、汗ふ
きタオル、
飲み物

楽健法
セラピスト
里
さと
見
み
まこ

さん

4／3（金）～
20（月）

グラウンドゴルフ大会
4／26（日）、
9：00～13：00
（雨天中止）

笹目東小学校
校庭

親睦を図りながら、
心身をリフレッシ
ュしましょう

市内在住・
在勤者、96人
（中学生以上）

300円
（当日集金）

運動ができ
る服装、ク
ラブ（持っ
ている人）

4／4（土）～
21（火）
チーム分けを
しますので、
事前にご来
館ください

パソコン何でも相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、 
14：00～1 7：00

1階
パソコンルーム

パソコンに関する
相談

会員登録をし
た市内在住・
在勤者

500円
（会員
登録費）

詳しくはお問い合せください 
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回）、午後7時～9時　※8月12日（水）は休講
内容 はじめて手話を勉強する方のための
講座
定員 30人
◆初級講座
とき 5月 1 3日～ 1 1月 1 8日の水曜日、午前
10時～正午（全26回）　※7月22日（水）、

8月 1 2日（水）は休講
内容 入門講座修了者およびそれに相当す
る方のための講座
定員 20人

ところ 入門・初級講座とも：障害者福祉会
館2階　社会適応訓練室

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　229-
1061

手話講習会
◆入門講座
とき 5月13日～10月14日の水曜日（全22

対象 市内在住・在勤・在学の高校生以上
費用 3 ,300円（テキスト代）
申込 平日、午前8時30分～午後5時 1 5分
に、社会福祉協議会の窓口へ参加申込書を
提出し、テキスト代をお支払いください

 社会福祉協議会　442-0309

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

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

ヴァイオリンと一緒に
リトミック

5／ 1 1（月）
1 1：00～ 1 1：40

ヴァイオリンの生演奏に
合わせて、五感を使って
楽しく身体を動かそう！

市民、親子20組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

4／5（日）～
※申込順、
電話可

TOEIC®対策講座
5／ 16、23、30、6／ 13、
20、27、7／4、1 1、18、25
の土曜日（全 10回）、
10：00～12：00

TOEICを初めて学ぶ方
向けの講座 市民、25人

15 ,000円
（テキスト代別
途）

～みんなでうたおう～
キッズボーカル
ジュニアボーカル

5／ 16（土）、21（木）、30（土）、
6／4（木）、6（土）（全5回）、
キッズ　 土曜日／9：00～9：50、 

木曜日／ 15：30～16：20　
ジュニア　 土曜日／ 10：00～1 1：00、 

木曜日／ 16：30～1 7：30
※6／6（土）は後日お伝え

みんなで楽しく歌を練習
し、ステージ［6／7（日）］
で発表する

キッズ： 未就学児、 
10人

ジュニア： 小学生、 
10人

各2,500円

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

申込方法
○市ホームページの申込フォーム・電子メール・電話・窓口のいずれかで　※申込順　
○受付時間：午前９時～午後５時１５分　 ※講座申込の初日は午前１０時～。第2・4・5の月曜日を除く（祝日は受付可） 　
○電子メール：講座名・氏名（ふりがな）・住所・年代・電話番号を記入して、各公民館あてに送信（年代：対象が幼児は年齢、小学生は学年を記入）　
○費用が必要な講座：指定された期日までに支払いがない場合、参加不可。支払期日を経過した後の返金不可　
○開催最小人数に達しない場合は中止　
○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
○託児室ありの講座で託児（1歳以上の未就学児が対象）希望の場合は、その旨と、乳幼児の年齢、性別、名前（ふりがな付）をお申し出ください

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期間

美笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／2（木）、5／7（木）
毎月第１木曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

【市民大学認定講座】
パークゴルフで
健康講座

5／ 1 4（木）、2 1（木）
（全2回）　
1 4：00～ 1 5：30
※予備日　5／28（木）

パークゴルフをとおして体を
リフレッシュ
※会場は市内パークゴルフ場

市民など、
1 2人

700円
（使用料、
保険料）

4／ 10（金）～
※託児希望者は
4／20（月）までに
要申込

手作りパン講座 5／ 1 5（金）　
10：00～ 1 3：00　

美味しいパンのつくり方を習う
※託児あり（1歳～未就学児）

市民など、
1 2人
（託児は先着6人）

800円
（教材費、
保険料）
※在勤・
在学者は
1 ,000円

【市民大学認定講座】
現代文学講座

5／ 16、23、30の
土曜日（全3回）　
1 4：00～ 1 5：30　

「人間というもの
ー近・現代の短編にみる人間像ー　
菊池寛、司馬遼太郎、中島敦」

市民など、
1 5人 無料

手作りケーキ講座 5／22（金）
10：00～ 1 3：00　

家庭でできる美味しいケーキをつく
る
※託児あり（1歳～未就学児）

市民など、
1 2人
（託児は先着6人）

800円
（教材費、
保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／ 1 1（土）、5／9（土）
毎月第２土曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

絵本の
読み聞かせ広場

4／ 1 1（土）
毎月第２土曜日
10：30～ 1 1：30
4／2 1（火）
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

健康講座①
（ストレッチ・
リズム体操）

5／ 1 2～6／9の火曜日
（全5回）　
1 3：30～ 1 5：00 

ストレッチ・リズム体操で健康増進 市民、
45人 無料 4／8（水）～30（木）

宝珠大学
5／2 1、6／25、7／9、
8／27、9／24、10／22
の月 1回、木曜日（全6回）
1 3：30～ 1 5：30

①人権教育
②歴史ガイドとめぐる街歩き
③介護予防運動
④防災対策
⑤館外学習（社会科見学）
⑥金融経済　

60歳以上の
市民、
40人

1 50円
（保険料）
※⑤2,000
円程度（館
外学習実
費）

4／ 10（金）～
5／ 1（金）

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

4／ 19（日）、5／ 1 7（日）
毎月第3日曜日
1 3：00～１6：00

パソコン・スマートフォン・
タブレットなどIT関係の
困り事を気軽に相談できます

市民など 無料 当日随時受付

寿大学

5／ 1 2（火）、6／ 1 1（木）、
7／ 16（木）、9／ 10（木）、
10／8（木）,1 1／ 1 2（木）
（全6回）
1 3：30～ 1 5：00
※1 1／12（木）は館外学習

①健康維持のための体操
②落語でお笑い
③人権教育講座
④脳を活性化するためのトレーニング
⑤栄養バランスと食事
⑥館外学習（バス見学）

60歳以上の
市民、
24人

150円
（保険料）
※⑥ 1,850
円程度（館
外学習実
費）

4／8（水）～
※電話可、申込順

大人の初歩ピアノ講座
5／ 1 3～7／29 
の毎週水曜日（全 1 2回）
1 3：30～ 1 5：30

ピアノを初歩から学ぶ 市民など、
1 2人

1 ,000円
（教材費）

4／ 10（金）～
※電話可、申込順

公民館の講座 

問い合わせ 笹目コミュニティセンター（コンパル）　 422-9988
※各講座ともに開催最小人数に達しない場合は中止します

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 午後
 5／ 1 3、20、27の
水曜日 
1 4：00～ 1 6：00

1階
パソコン
ルーム

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

市内在住・
在勤者、各7人

各3,000円
（全3回分）

4／2（木）～
25（土）
※申込順、
電話可。
希望者が１
人のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 5／ 1 3（水）～ 1 5（金） 
1 9：00～2 1：00

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

ホームページ作成 夜 5／20（水）～22（金） 
1 9：00～2 1：00

ホームページ作成・
公開までの基礎

Excel2013中級
（内容CDを贈呈） 午前

5／7、 1 4、2 1の
木曜日 
1 0：00～ 1 2：00

基礎的な関数が操
作できる方向けの
講座

講座名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 講師 募集期間

ちまきを作ろう 4／ 19（日）、 
13：30～15：30

2階
キッチン
スタジオ

手づくりのちまき
で5月の節句を楽
しもう

市内在住の
小学生
（幼児も可）と
保護者、 1 5組

600円

エプロン、
手ふきタオ
ル、三角巾
（バンダナ）、
飲み物

平
ひら
野
の
洋
よう
子
こ

さん
4／2（木）～
15（水）

スマホで
LINE（ライン）体験

4／25（土）、 
10：00～
12：00

3階
セミナールーム
302

スマホのアプリ
「LINE」を使って
みませんか

市内在住・
在勤者、
20人

無料
筆記用具
（スマホは全
員に貸出）

スマホ
トレーナー

4／3（金）～
20（月）

楽健法体験「足で踏む
リンパマッサージ」

 4／25（土）、
13：00～16：00 2階和室

2人で踏み合って、
楽に健康になれる
方法を体験しまし
ょう

市内在住・
在勤者、30人 300円

敷物（バス
タオルな
ど）、汗ふ
きタオル、
飲み物

楽健法
セラピスト
里
さと
見
み
まこ

さん

4／3（金）～
20（月）

グラウンドゴルフ大会
4／26（日）、
9：00～13：00
（雨天中止）

笹目東小学校
校庭

親睦を図りながら、
心身をリフレッシ
ュしましょう

市内在住・
在勤者、96人
（中学生以上）

300円
（当日集金）

運動ができ
る服装、ク
ラブ（持っ
ている人）

4／4（土）～
21（火）
チーム分けを
しますので、
事前にご来
館ください

パソコン何でも相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、 
14：00～1 7：00

1階
パソコンルーム

パソコンに関する
相談

会員登録をし
た市内在住・
在勤者

500円
（会員
登録費）

詳しくはお問い合せください 
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