
戸田市副市長に就任

去る3月26日に行われた定例市議会
において、内田貴之氏の選任が同意
され、4月1日付けで副市長に就任し
ました。

内
うち

田
だ

 貴
たか

之
ゆき

氏
（48歳）

任期 令和2年4月1日～
令和6年3月31日（4年）
略歴 平成8年4月か
ら埼玉県職員。人事課

主幹、福祉部少子対策局長付企画幹
など重要な役職を歴任。

お 知 ら せ第67回戸田橋花火大会の中止について

戸田市副市長の退任

秋
あき
山
やま

 純
じゅん
氏（51歳）

略歴 平成30年7月1
日に就任以来、令和
2年3月31日までの1
年9カ月の間、副市長
の重責を果たされ退
任。

掲載しているイベントや講座などは、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。

　5月23日（土）に開催を予定していた第67回戸田橋花火大会は、花火大会
を合同で開催している板橋区と協議した結果、中止とします。
　新型コロナウイルスの流行を受け、市民および関係者の皆さんを含め、非
常に多くの方の来場が想定され、安心・安全な大会運営が困難であること、
また、花火大会開催に伴う準備作業や協賛募集などに支障が生じる恐れが
あることなどを鑑み決定したものです。ご理解をお願いします。
　なお、令和３年度については、開催日が決定次第、お知らせします。

 戸田橋花火大会実行委員会事務局（経済政策課内）　431-0206

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

新型コロナウイルス感染症の影響
に係る地方税における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、
納税が困難な方に対して猶予制度が適用に
なる場合があります。詳しくはお問い合わ
せください。

 収納推進課（内線643）

国民健康保険特定健康診査・
後期高齢者健康診査の延期
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
健診受診券の送付を6月から8月に延期し
ます。また、申込方法を受診する医療機関へ
の事前電話連絡制に変更します。詳しくは
受診券同封のパンフレットをご覧ください。

 保険年金課（内線278）

スポーツセンター休場日
5月 1 3日（水）は第2水曜定休日、5月26日

選挙管理委員が決まりました

委員 奥
おく
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だ

 實
みのる
氏（新任）

委員 奥
おく
墨
ずみ

 健
けん
司
じ
氏（新任）

任期 令和2年2月4日～令和6年2月
3日

公平委員会委員が決まりました

牛
うし
山
やま

 久
く
仁
に
彦
ひこ
氏（新任）

任期 令和2年4月 1日～令和6年3月
31日

市役所人事異動
（4月 1日発令、課長職以上）

［総］総務部　［財］財務部　［市］市民生活部　
［環］環境経済部　［福］福祉部　
［青］こども青少年部　［都］都市整備部　
［医］市民医療センター　［消］消防本部　
［教］教育委員会事務局　［水］上下水道部　
※（　）内は前職、兼務および事務取扱は省略

1．部長職（4人）
▽危機管理監（危機管理監）森谷精太朗※再任用
▽［市］部長（政策秘書室長）櫻井聡▽［青］部長
（［青］部長）松山由紀※再任用▽議会事務局長（議
会事務局長）栗原誠※再任用

２．参与職（1人）
▽［福］参与兼福祉保健センター所長（行政委員会
事務局長）中川幸子※再任用

３．次長職（10人）
▽政策秘書室長兼政策秘書室担当課長（政策秘書
室担当課長）住野昌洋▽［総］次長（［福］次長）香林
勉▽［財］次長兼資産経営室長（［市］部長）安部孝
良▽［環］次長（［水］次長）浜野康彦▽［福］次長
（［総］次長）秋元幸子▽［都］次長（［都］副参事）早
川昌彦▽［消］次長（［消］署長）渡辺浩司▽［消］署
長（［消］次長）新井俊行▽行政委員会事務局長
（［福］福祉保健センター所長）篠原博▽［水］次長
兼上下水道経営課長（［財］次長）五條宏

４．副参事職（6人）
▽［財］副参事兼財政課長（［財］財務課長）東口俊
博▽［市］副参事（［市］文化スポーツ課長）木村欣
司▽［市］副参事兼文化スポーツ課長（［財］入札検
査課長）佐々木敏典▽［福］副参事（［市］防犯くら
し交通課長）川上裕丈▽［消］副参事兼警防課長
（［消］消防第３課長）亀井亨▽［消］副参事兼消防
第１課長（［消］消防第１課長）福島稔

５．課長職（25人）
▽危機管理防災課長（［市］協働推進課主幹）石原
亮▽［総］人事課長（［環］経済政策課長）内山敏哉
▽［財］入札検査課長（［財］入札検査課主幹）山下
裕史▽［市］防犯くらし交通課長（［環］環境課長）
清水明▽［市］防犯くらし交通課課長 大河原秀紀
※県警察本部から派遣▽［環］経済政策課長（［総］
人事課長）野崎実治▽［環］環境課長（［福］生活支
援課長）高橋正展▽［環］みどり公園課長（危機管
理防災課長）細井高行▽［福］福祉総務課長（［市］
市民課主幹）雨宮博子▽［福］長寿介護課長（［財］
財政課主幹）野口純一▽［福］福祉保健センター担
当課長（［青］児童青少年課長）岩崎一昭▽［福］福
祉保健センター担当課長（［福］福祉保健センター
主幹）小池由美子▽［青］児童青少年課長（会計課
長）田村利子▽［都］都市計画課長（［都］道路河川
課長）熊木智洋▽［都］まちづくり推進課長（［都］
都市計画課主幹）村井芳巳▽［都］道路河川課長
（［都］まちづくり推進課長）小國拓也▽［都］土地
区画整理事務所担当課長（［水］下水道施設課長）
中田勝悦▽［医］診療室担当課長（［医］診療室主
幹）佐久間文江▽会計課長（［福］福祉保健センタ
ー担当課長）嶋田正晴▽［消］総務課長（［総］経営
企画課主幹）山本哲史▽［消］消防第２課長（［消］
消防第２課主幹）牧野正美▽［消］消防第３課長
（［消］消防第１課主幹）星野浩二▽［教］教育政策
室担当課長（［教］教育政策室教育センター所長）
田野正毅▽［教］生涯学習課課長兼郷土博物館長
（［水］上下水道経営課長）関根晃▽［水］下水道施
設課長（［環］みどり公園課長）寺尾亮

退職者（3月31日付）　
▽松山由紀（［青］部長）▽栗原誠（議会事務局長）
▽中川幸子（行政委員会事務局長）▽細井三知男
（［消］副参事）▽牟田泰啓（［市］防犯くらし交通課
課長）※県警察本部へ帰任▽江口洋子（［福］長寿
介護課長）▽渡辺純子（［福］福祉保健センター担
当課長）▽榎本勝己（［消］消防第２課長）▽川和田
亨（［教］教育政策室担当課長）

小・中学校人事異動
（4月 1日発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］
▽戸田第二小　山根淳一（新曽北小：校長）▽戸田
東小　小髙美惠子（戸田第二小：校長※再任用）▽
戸田南小　鈴木薫（美女木小：校長）▽新曽北小　
川和田亨（市教育委員会）▽美女木小　山田一文
（美笹中：校長）▽美笹中　小髙剛（笹目中：教頭）
［教頭］
▽戸田第一小　崎山英則（上尾市立中央小：主幹教
諭）▽戸田第二小　永谷拡紀（笹目東小：教頭）▽新
曽小　伊藤裕二（喜沢小：主幹教諭）▽美谷本小　
杉森雅之（市教育委員会）▽戸田東小　水沼美和
（市教育委員会）▽笹目東小　田邊雅也（戸田第一小：
教頭）▽芦原小　田中耕次（市教育委員会）▽喜沢中　
井原聡（新曽中：主幹教諭）▽新曽中　益田光行（喜
沢中：教頭）▽笹目中　春山敦（市教育委員会）

◆退職（3月31日付）
［校長］
▽小髙美惠子（戸田第二小）▽小代元志（戸田東小）

Toda City Information
市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！
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戸田市副市長に就任

去る3月26日に行われた定例市議会
において、内田貴之氏の選任が同意
され、4月1日付けで副市長に就任し
ました。
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令和6年3月31日（4年）
略歴 平成8年4月か
ら埼玉県職員。人事課

主幹、福祉部少子対策局長付企画幹
など重要な役職を歴任。
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戸田市副市長の退任
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氏（51歳）

略歴 平成30年7月1
日に就任以来、令和
2年3月31日までの1
年9カ月の間、副市長
の重責を果たされ退
任。

掲載しているイベントや講座などは、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

新型コロナウイルス感染症の影響
に係る地方税における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、
納税が困難な方に対して猶予制度が適用に
なる場合があります。詳しくはお問い合わ
せください。

 収納推進課（内線643）

国民健康保険特定健康診査・
後期高齢者健康診査の延期
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
健診受診券の送付を6月から8月に延期し
ます。また、申込方法を受診する医療機関へ
の事前電話連絡制に変更します。詳しくは
受診券同封のパンフレットをご覧ください。

 保険年金課（内線278）

スポーツセンター休場日
5月 1 3日（水）は第2水曜定休日、5月26日

（火）は施設保守点検のため臨時休場します。
 スポーツセンター　443-3523

証明書コンビニ交付サービス停止
システムメンテナンス作業のため、証明書
コンビニ交付サービスを停止します。次の
時間帯を避けてのご利用をお願いします。
とき 6月2日（火）、午後2時～5時

 税務課（内線249）

新曽福祉センターホールの利用休止
空調機器改修工事のため、8月 1日（土）～9
月30日（水）までの間、新曽福祉センター
3階ホールの利用を休止します。ホール以
外の設備は通常通り利用可能です。ご不便
をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

 新曽福祉センター　445-1 81 1

Jアラートの一斉試験放送
地震や武力攻撃などの非常時に備え、防災
行政無線による情報伝達試験を行います。
全国的に実施されるため、近隣自治体の防
災行政無線からも同様の放送が行われます。
とき 5月20日（水）、午前 1 1時頃　
※災害の発生や気象状況などにより、試験
を中止する場合あり
内容 防災行政無線にて「これは、Jアラー
トのテストです」（３回）「こちらは、『防災
とだ』です」の放送実施　※サイレンは鳴り
ません。メール配信サービス『いいとだメ
ール』でも同様の内容を配信します

 危機管理防災課（内線451）

学校給食費補助金の受付を開始
多子世帯の経済負担軽減のため、第3子以
降の学校給食費について半額を補助します。
対象 市立小・中学校に在学する第3子以降
を養育する保護者のうち、一定の要件を満
たす方
金額 学校給食費・自己負担額の 1／2
申込 5月以降に学校を通して案内を配布し
ます。申請書を戸田市立学校給食センター
へ提出してください　※要件など詳しくは
市ホームページをご覧ください
申請期限 6月 1日（月）～9月30日（水）

 学校給食課（442-5065）

ゴーヤ苗配布の中止について
毎年行っていたゴーヤ苗の配布は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、
中止を決定しました。ご理解いただきます
ようお願いします。

 環境課（内線344）

マンション・事業所の防災資器材
の購入費用補助金交付
対象 マンション・事業所が整備する、防
災資器材購入費用　※食料品・飲料水など
の消耗品は対象外
金額 防災資器材購入費用の 1／2（限度額
10万円）　※詳しくは市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください

 危機管理防災課（内線31 1）

市商工業支援事業補助金制度
それぞれに該当する場合、事業を支援する
ための補助金が受けられます。
◆商店等新業種等転換支援事業
新業種、新業態または新形態に転換するに
当たって発生する、次の費用について、補
助します。
対象 ①社会的課題に対応する店舗の改修
工事費　②空き店舗改修後の新規出店にお
ける賃借料
補助率 ①要した費用の 1／2、上限額：50
万円　②賃借料の 1／2、上限額：月額5万
円、補助期間 1 2カ月
◆新技術研究開発支援事業
対象業種の中小企業者が新技術や新商品の
開発をする場合、その経費について補助し
ます。　※申し込み後、訪問調査や審査会
を経て可否を決定します
対象 製造業、情報通信業、事業所向けサ
ービス業、建設業、運輸業
補助率 要した経費の 1／3　※上限あり
◆ ISO等取得支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が、ISO
規格またはプライバシーマークなどを取得
した際に、経費を補助します。
対象 ・ISO規格（9000シリーズ、1 40 
01、22000、27001、39001、および
ＦＳＳＣ22000）　
・エコアクション2 1、プライバシーマーク
補助率 要した経費の 1／3、上限額：50万円
◆工業環境対策支援事業
環境対策に係る設備導入について、固定資
産税相当額（上限 100万円）を補助します。
対象 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒
音、振動、地盤沈下、悪臭を防止する設備
◆展示会等出展支援事業
国内外の展示会または見本市に出展し、自
社製品・技術を積極的に外部へ発信する場
合、その費用を補助します（上限20万円）。
◆産業立地推進事業補助金制度
製造業、運輸業（一部を除く）の事業者が、
市内の工業地域などに工場などを新たに立
地する場合、かかる費用を補助します（上
限あり）。
対象 ①市内工業地域への新たな工場など
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31日

小・中学校人事異動
（4月 1日発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］
▽戸田第二小　山根淳一（新曽北小：校長）▽戸田
東小　小髙美惠子（戸田第二小：校長※再任用）▽
戸田南小　鈴木薫（美女木小：校長）▽新曽北小　
川和田亨（市教育委員会）▽美女木小　山田一文
（美笹中：校長）▽美笹中　小髙剛（笹目中：教頭）
［教頭］
▽戸田第一小　崎山英則（上尾市立中央小：主幹教
諭）▽戸田第二小　永谷拡紀（笹目東小：教頭）▽新
曽小　伊藤裕二（喜沢小：主幹教諭）▽美谷本小　
杉森雅之（市教育委員会）▽戸田東小　水沼美和
（市教育委員会）▽笹目東小　田邊雅也（戸田第一小：
教頭）▽芦原小　田中耕次（市教育委員会）▽喜沢中　
井原聡（新曽中：主幹教諭）▽新曽中　益田光行（喜
沢中：教頭）▽笹目中　春山敦（市教育委員会）

◆退職（3月31日付）
［校長］
▽小髙美惠子（戸田第二小）▽小代元志（戸田東小）

新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容に変更が生じる場合があります。
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の立地（新設・増設・賃借）　②機械設備な
どの新規導入　③市内在住の従業員の一定
期間以上の雇用
◆住宅改修資金助成金制度
市内在住者が市内本店の施工業者を利用し
て個人住宅などの改修工事を行う場合、そ
の費用を補助します。
対象 20万円以上の改修工事
補助率 5／ 100、上限額：10万円
◆公的資格等取得支援事業補助金制度
市内で事業を営む中小事業者が、事業者負
担で従業員などに公的資格などを取得させ
る場合、取得にかかる経費を補助します
（1人につき上限5万円）。　※対象となる
資格および経費についての詳細は、市ホー
ムページ、または経済政策課経済政策担当
まで
対象 公的資格取得に係る試験、講習受講
などの経費　
◆工業見える化プレートの無料交付
事業内容を市民が理解し身近に感じてもら
うことを目指し、情報発信する手段として
「工業見える化プレート」の作成・配布を行
っています。交付事業者については市ホー
ムページにも掲載します。　※費用無料
-----------------------------------------

 経済政策課（内線398、374）

2020年工業統計調査を実施
工業統計調査は統計法に基づく報告義務が
ある、重要な統計です。調査結果は中小企
業施策などの基礎資料として活用されます。
パソコンを使ったオンライン回答をぜひご
活用ください。
調査時点 6月 1日（月）
対象 製品の製造加工・卸売をする事業所

 情報政策統計課（内線602）

飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費補助金
市内に生息する、飼い主のいない猫に対し
て不妊などの手術を行った市民に対して、
手術費用の一部（上限：1頭につき5,000
円）を補助します。ご利用いただくには、
事前の申請が必要です。詳しくはお問い合
わせください。

 環境課（内線387）

令和２年度集合狂犬病予防注射
中止のお知らせ
令和２年度の集合狂犬病予防注射について、
新型コロナウイルスの感染の拡大防止のた
め、中止します。愛犬の年１回の狂犬病予
防注射は飼い主の義務です。登録している

方は、外出自粛期間を避け、動物病院で接
種をして、市役所または戸田公園駅前行政
センターで注射済票の交付を受けてくださ
い。なお、戸田・蕨狂犬病予防協会会員の
動物病院（愛犬手帳に掲載されています）で
は、その場で注射済票を交付します。その
際は、市より送付された中止のお知らせの
ハガキをお持ちください。

 環境課（内線387）

固定資産税新築軽減
令和2年度の固定資産税について、これま
で新築軽減の対象となる家屋のうち、次の
ものは軽減が終了し、税額が大幅に変わり
ます。ご注意ください。詳しくは市ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
対象 ①平成28年築（2階建まで）　②平成
26年築（分譲マンション含む3階建以上）
※長期優良住宅の場合はそれぞれさらに2
年前に建てられたもの

 税務課（内線202）

リサイクル自転車の販売
とき 5月 10日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店
費用 上限8,000円　
※他に防犯登録料600円が必要
加盟店名 住所 電話

日坂輪業 喜沢2-27-3 441 - 3862
長谷川サイクル 喜沢2-39-7 443- 1663
サイクルショップ
ウメダ 下前2- 6 -9 441 - 6168

YOU SHOP 
ヤマダ

上戸田
2- 6 - 8 -103 441 - 2049

稲垣サイクル 新曽南
2-1 2 -25 441 - 4122

遊輪ショップ
えぐち

大字新曽
1 827-1 441 - 4164

梅田自転車 本町3 -1 -26 441 - 1 1 8 1
※販売台数には限りがあります。詳しくは
お近くの加盟店へお問い合わせください

 防犯くらし交通課（内線286）

マンション管理相談
とき 6月3日（水）、午後 1時～3時　
※相談時間は45分
ところ 市役所3階相談室
内容 管理組合運営・建物設備の維持管理
など
申込 6月2日（火）午後3時までに、電話ま
たはよろず相談窓口で　※申込順、2組まで

 防犯くらし交通課（内線270）

5月は自動車税（種別割）の納期です
自動車税（種別割）の納付は、金融機関やコ
ンビニのほか、Webサイト「Yahoo!公
金支払い」を利用したクレジットカード納
付やインターネットバンキングなどを利用
したペイジー納付もできます。納税通知書
は5月7日（木）以降に送付、到着予定です。
納税期日 6月 1日（月）まで
※県では自動車税（種別割）を納期限までに
納税して領収書などを協賛店で提示すると、
割引などのサービスが受けられる自動車税
「納めてプラス」キャンペーンを実施してい
ます。詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で

環境配慮型システム等設置費補助金および電気自動車等導入費補助金

◆戸田市環境配慮型システム等設置費補助金

◆電気自動車等導入費補助金

補助対象設備 補助金額
補助の限度額

備考
個人 事業者

太陽光発電システム
3万円（市内事業者施工の場合は、3万5千円）に
システムを構成する太陽電池の最大出力（ｋＷ表
示とし、小数点第3位以下の端数があるときは、
これを四捨五入）を乗じて得た額

15万円
※市内事業者施工の
場合：1 7万5千円

60万円
※市内事業者施工の
場合：70万円

HEMS 1万円 1台当たり1万円 2台を限度
高効率給湯器（二酸化炭素冷
媒ヒートポンプ給湯器） 4万円 1台当たり4万円 1台当たり4万円 個人は2台、事業

者は5台を限度

燃料電池システム 8万円 1台当たり8万円 1台当たり8万円 個人は2台、事業
者は5台を限度

地中熱利用設備 20万円。ただし、事業者にあっては、設置に要
する費用の 10％の額（100円未満切り捨て） 20万円 50万円

蓄電池
3万円に蓄電池容量（ｋＷｈ表示とし、小数点以
下2位未満の端数があるときは、これを四捨五
入）を乗じて得た額

15万円 30万円

LED照明設備 1個当たり1千円 10万円 100個を限度

補助対象 補助金額（限度額） 備考
電気自動車 15万円

1回の申請につき、1台までプラグインハイブリッド自動車 10万円
燃料電池自動車 50万円
据置型電気自動車等充給電設備 10万円 1回の申請につき、1設備まで
可搬型外部給電器 5万円 1回の申請につき、1設備まで

次に該当するシステムや電気自動車などは環境にやさしく、光熱費や燃料費の削減、非常時の電源確保などにつながるため、設置・
導入する場合に補助金がもらえます。※事前（工事着工前）申請が条件

申込 申請方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください

 環境課（内線344）

Toda City Information
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方は、外出自粛期間を避け、動物病院で接
種をして、市役所または戸田公園駅前行政
センターで注射済票の交付を受けてくださ
い。なお、戸田・蕨狂犬病予防協会会員の
動物病院（愛犬手帳に掲載されています）で
は、その場で注射済票を交付します。その
際は、市より送付された中止のお知らせの
ハガキをお持ちください。
環境課（内線387）

固定資産税新築軽減
令和2年度の固定資産税について、これま
で新築軽減の対象となる家屋のうち、次の
ものは軽減が終了し、税額が大幅に変わり
ます。ご注意ください。詳しくは市ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
対象 ①平成28年築（2階建まで）　②平成
26年築（分譲マンション含む3階建以上）
※長期優良住宅の場合はそれぞれさらに2
年前に建てられたもの

 税務課（内線202）

リサイクル自転車の販売
とき 5月 10日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店
費用 上限8,000円　
※他に防犯登録料600円が必要
加盟店名 住所 電話

日坂輪業 喜沢2-27-3 441 - 3862
長谷川サイクル 喜沢2-39-7 443- 1663
サイクルショップ
ウメダ 下前2- 6 -9 441 - 6168

YOU SHOP 
ヤマダ

上戸田
2- 6 - 8 -103 441 - 2049

稲垣サイクル 新曽南
2-1 2 -25 441 - 4122

遊輪ショップ
えぐち

大字新曽
1 827-1 441 - 4164

梅田自転車 本町3 -1 -26 441 - 1 1 8 1
※販売台数には限りがあります。詳しくは
お近くの加盟店へお問い合わせください

 防犯くらし交通課（内線286）

マンション管理相談
とき 6月3日（水）、午後 1時～3時　
※相談時間は45分
ところ 市役所3階相談室
内容 管理組合運営・建物設備の維持管理
など
申込 6月2日（火）午後3時までに、電話ま
たはよろず相談窓口で　※申込順、2組まで

 防犯くらし交通課（内線270）

5月は自動車税（種別割）の納期です
自動車税（種別割）の納付は、金融機関やコ
ンビニのほか、Webサイト「Yahoo!公
金支払い」を利用したクレジットカード納
付やインターネットバンキングなどを利用
したペイジー納付もできます。納税通知書
は5月7日（木）以降に送付、到着予定です。
納税期日 6月 1日（月）まで
※県では自動車税（種別割）を納期限までに
納税して領収書などを協賛店で提示すると、
割引などのサービスが受けられる自動車税
「納めてプラス」キャンペーンを実施してい
ます。詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で

検索してください
※自動車税（種別割）全般に関すること、住
所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況
の確認などについては、自動車税コールセ
ンターにご連絡ください。なお、自動車税
（種別割）収入額の一部は、「彩の国みどり
の基金」への積み立て、県内のみどりの保全
や創出などに活用させていただいています

 自動車税（種別割）：自動車税コールセンタ
ー 050-3786-1222／彩の国みどりの基金：
県環境部みどりの自然課 048-830-3140

軽自動車税（種別割）の減免制度
軽自動車税（種別割）は、毎年4月 1日に所
有者として登録している方に課税されます。
なお、身体障害者などのために使用する軽
自動車など（障害の区分・程度、車両の所
有者など、一定の要件を満たす必要あり）、
公益のため直接専用するものと認める軽自
動車など、その構造がもっぱら身体障害者

などの利用に供するためのものである軽自
動車などは、減免制度があります。
申込 6月 1日（月）まで　※昨年度減免を受
けていた方には3月に回答書兼申請書を送
付しています。申請は毎年必要です

 税務課（内線208）

イ ベ ン ト
美里町じゃがいも掘り
令和2年度の美里町じゃがいも掘りについ
ては、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため中止します。なお、令和3年度に
ついては、6月に実施予定です。

 経済政策課（内線347）

「健康体操inさくらパル」〜みんなで
楽しく健康づくり3Ｂ体操〜
とき 6月4日、1 1日、1 8日、25日の木曜
日（全4回）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 みんなで楽しく健康づくり「3Ｂ体操」
を体験しましょう
対象 市民（年齢制限なし）
費用 1人 1 ,000円　※全4回、保険料含
む。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
申込 電話または右のQRコードで。申込
期間は5月 1日（金）午前9時
～31日（日）午後7時

 新曽南多世代交流館（さく
らパル）
229-1061

戸田市陸上記録会
とき 6月7日（日）、午前9時30分～午後0
時30分　※受付：午前9時～、開会式：午
前9時 1 5分～。雨天中止
ところ スポーツセンター陸上競技場
競技種目 1人2種目まで（リレーは除く）　
※参加者全員に記録証あり

区分 男子 女子

一般・
高校生

1 00m
400m
1 500m
5000m
400mリレー
1 600mリレー

100m
800m
3000m
400mリレー

中学生

1 00m
200m
400m
800m
1 500m
3000m
400mリレー

100m
200m
800m
3000m
400mリレー

小学生
（4年生以上）

1 00m
1000m

100m
1000m

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第 1期分
軽自動車税…定期
納期限は、6月1日（月）です。必ず納期
内に納付してください。毎週水曜日（祝日・
年末年始を除く）は午後7時まで業務を
延長しています。納税には便利な「口座
振替納付」「コンビニ納付」「ペイジー納付」
「クレジットカード納付」をご利用ください。
※コンビニでの取り扱いは、納付書 1
枚の納付額が30万円以下の場合のみ
《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 6月7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
セラミックヒーター、子ども用自転車、
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、五月人形（カブ
ト）、大人用紙おむつ（Lサイズ）、冠婚
葬祭用和服一式、テレビ台、学習机・
イス、炊飯器、電気ポット、子ども用
足こぎ自転車、ベビー服（60～ 80㎝）、
ケース入りひな人形（木目込み）、洋タ
ンス、ランドセル（藤色）、やかん（2L）
● ゆずってください
ミシン、健康器具、アルバム　※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）

環境配慮型システム等設置費補助金および電気自動車等導入費補助金

◆戸田市環境配慮型システム等設置費補助金

◆電気自動車等導入費補助金

補助対象設備 補助金額
補助の限度額

備考
個人 事業者

太陽光発電システム
3万円（市内事業者施工の場合は、3万5千円）に
システムを構成する太陽電池の最大出力（ｋＷ表
示とし、小数点第3位以下の端数があるときは、
これを四捨五入）を乗じて得た額

15万円
※市内事業者施工の
場合：1 7万5千円

60万円
※市内事業者施工の
場合：70万円

HEMS 1万円 1台当たり1万円 2台を限度
高効率給湯器（二酸化炭素冷
媒ヒートポンプ給湯器） 4万円 1台当たり4万円 1台当たり4万円 個人は2台、事業

者は5台を限度

燃料電池システム 8万円 1台当たり8万円 1台当たり8万円 個人は2台、事業
者は5台を限度

地中熱利用設備 20万円。ただし、事業者にあっては、設置に要
する費用の 10％の額（100円未満切り捨て） 20万円 50万円

蓄電池
3万円に蓄電池容量（ｋＷｈ表示とし、小数点以
下2位未満の端数があるときは、これを四捨五
入）を乗じて得た額

15万円 30万円

LED照明設備 1個当たり1千円 10万円 100個を限度

次に該当するシステムや電気自動車などは環境にやさしく、光熱費や燃料費の削減、非常時の電源確保などにつながるため、設置・
導入する場合に補助金がもらえます。※事前（工事着工前）申請が条件

申込 申請方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください
環境課（内線344）

新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容に変更が生じる場合があります。
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対象 市内在住・在勤・在学者
費用 一般：200円、高校生：100円　
※小・中学生は無料
申込 5月26日（火）必着で住所、氏名、性
別、電話番号、所属もしくは学校名と学年、
参加種目を記入し、はがき（〒335-0027 
戸田市氷川町 1 -4 -8）または電子メール
（todarikukyou@jcom.zaq.ne.jp）で
※当日受付時間までに直接会場へご参集く
ださい。駐車場がないので、車での来場は
ご遠慮ください
※自己の健康管理に十分注意してください
※学校単位での申し込みは、別紙によりお
願いします。雨天の場合は、午前7時30分
に開催の可否を決定しますので、市陸上競
技協会までお問い合わせください

 市陸上競技協会　熊木　445-9869／
090-3224 -6512

こもりびとの親の学習会
とき 5月24日（日）、午後 1時30分～5時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
3階研究室
内容 どこへ相談すればよいか分からない
不登校、ひきこもり、子どもの困りごとに
ついて相談
申込 5月20日（水）までに電話で

 こころの安全基地サポート協会　三橋
090-8315-131 1

募 集
市インターンシップ（就業体験）参加者
とき 7月20日（月）～8月28日（金）の間で、
2週間以内
内容 希望する部署の仕事（一般事務、窓口
応対、市内調査など）を実体験
対象・定員 大学・短期大学などに在籍す
る市内出身・在住者、または市内に就職す
ることを希望している方、4人
申込 6月30日（火）まで　※詳しくは人事
課へお問い合わせください

 人事課（内線51 1）

戸田市上下水道事業経営審議会
委員
上下水道事業経営に関する事項を審議する
「戸田市上下水道事業経営審議会」の市民委
員を募集します。
募集人数 3人
任用期間 2年［委嘱日から令和4年6月23
日まで］　※報酬あり。報酬に関する条例
に基づき支給
対象 令和2年現在、満20歳以上の市内在
住・在勤者かつ、水道または下水道使用者

で、年2～4回の会議（主に平日昼間開催）
に参加できる方　※上下水道事業と取引の
ある方、市議会議員、市職員、水道料金・
下水道使用料が未納の方は応募できません
選考 書類審査
申込 5月 1 5日（金）まで（※必着）に、応募
票を記入して下記（〒335-0026　戸田市
新曽南3-1 -5）へ　※郵送のみ。応募票は
市ホームページまたは郵送で取得可。結果
は応募者全員に通知します

 上下水道経営課　229-4606

青少年等海外派遣事業（オースト
ラリア・リバプール市および中国・
開封市）中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響で、今年度の派遣事業は中止しました。
楽しみにしていた皆さまには大変ご迷惑を
お掛けいたしますが、ご了承ください。

 国際交流協会　434 -5690

シルバー人材センター会員
希望者は次の説明会に参加してください。
とき ①5月 10日（日）、午前 10時～正午　
②5月 1 1日（月）、午後2時～4時　③5月
1 2日（火）、午前 10時～正午　※②のみ女
性限定説明会
ところ ①②③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 市内在住で原則60歳以上の健康な方　
※事前にお電話にてお申し込みください
（各回定員 10人）

 シルバー人材センター　434 -041 1

とだファミリー・サポート・センター
会員
入会希望者は申し込みの上、次の入会説明
会に参加してください。
とき 6月6日（土）、20日（土）
午前 10時～ 1 1時30分
ところ ボランティア・市民活動支援センタ
ー
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、祝日は休業日。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
点訳ボランティア入門講座
〜点字の世界にふれてみよう〜
とき 6月8日～7月 1 3日の月曜日（全5回）、
午後 1時30分～3時30分
ところ 心身障害者福祉センター2階 団体
事務室
講師 戸田市点訳グループ「きつつき」
対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤者、
7人
費用 650円（テキスト代）
申込 6月7日（日）まで　※申込順。電話、
FAX（441 -5031）可

 心身障害者福祉センター　445-1 828

身体障害者対象サロン「紙すき」
とき 6月 1 2日（金）、午前 10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター2階　料理
実習室
内容 オリジナルはがきの作成
協力団体 戸田八輝会
対象・定員 身体障害者、1 5人　※費用無料
申込 6月 10日（水）まで　※申込順、電話
可。手話通訳や要約筆記を必要とする方は、
事前にFAX（441 -5031）などでお知らせ
ください

 心身障害者福祉センター　445-1 828

キャンプ教室・災害の対応体験講習会
とき 7月25日（土）～26日（日）
ところ 県立「小川げんきプラザ」野外活動
センターほか　※集合：県立「小川げんき
プラザ」キャンプ場
宿泊 バンガロー（小学2年生以上は親子・
男女別に宿泊）
内容 キャンプ生活を通して「幼き日の思い出
づくり」と災害時の体験講習（トイレ・食事）
定員 45人
費用 大人：8,000円、園児～小学3年生：
4,000円、小学4～6年生：4,500円
説明会 7月 1 5日（水）に東部福祉センター
会議室で
申込 5月31日（日）まで

 市山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

総合型地域スポーツクラブ
World Sports Family
市では豊かな地域社会の実現を目指して、
多種目・多世代・多志向のもと地域住民が
主体的に運営する総合型地域スポーツクラ
ブ活動に対して支援を行っています。詳し
くはお問い合わせください。
※費用は教室によって異なります。教室の

No 教室名 曜
日 時間 場所

1 ストレッチ&
ゆるトレ教室 木 9：30

～ 10：30

上戸田地域
交流センター
（あいパル）

2 機能改善教室 木 10：45
～ 1 1：45

上戸田地域
交流センター
（あいパル）

3 水曜太極拳 水 9：30
～ 1 1：00

市スポーツセ
ンター剣道場

4
幼児向け
かけっこ教室
（年少・年中）

土 9：30
～ 10：30

戸田南小学校
体育館

5
幼児向け
かけっこ教室
（年長）

土 10：45
～ 1 1：45

戸田南小学校
体育館

6 ヨガ教室各種
水
〜
日
午前・夜 ウェルスタ

戸田

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可
※費用が必要な講座は指定された期日までにお支払いください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Excel2013基礎（全3回） 午後
6／ 1 0、 1 7、24の
水曜日
1 4：00～ 1 6：00

1階
パソコン
ルーム

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

市内在住・
在勤者、各7人

3,000円
（全3回分）

5／2（土）～
25（月）
※申込順、
電話可。
希望者が１
人のコース
は中止

Word2013基礎（全3回） 夜 6／ 10（水）～ 1 2（金）
1 9：00～2 1：00

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

Power Point 2013（全3回） 午前
6／ 1 1、1 8、25の
木曜日
10：00～ 1 2：00

プレゼンテーショ
ンの基礎を学ぼう

◆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

やさしい筆ペン教室
5／22～6／ 19
の金曜日（全5回）、
13：30～15：30

3階
セミナールーム
302

筆ペンを使って書
道を楽しむ

市内在住・
在勤者、 1 5人 2,100円 筆記用具 奥

おく
墨
ずみ

 千
せん
里
り

さん
5／2（土）～
18（月）

自作パソコンの
組み立て方を学ぼう

6／6（土）、
13：00～15：00
※参加者の希望に
より別の日に実践
の検討可

1階
パソコンルーム

パソコンの組み立
てを通じ、コンピ
ュータの仕組みを
理解する

市内在住・
在勤者、7人
（満7歳以上で
可）

無料 筆記用具
コミュニ
ティ協議会
IT部会員

5／3（祝・日）
～31（日）

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 

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

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

6／ 1 1・18・25、7／2・9の木曜日
（全5回）
Ａ：10：00～ 10：50
Ｂ：1 1：1 0～ 1 2：00

親子で一緒にさまざまな
ヨガのポーズや呼吸を行
い、リフレッシュする

Ａ：6カ月～ 1歳3カ月
までの子と母親、20組
Ｂ：1～3歳未満の子と
母親、20組

2,800円
5／7（木）～
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

6／ 14（日）
10：00～12：00

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 700円 5／5（火）～
※申込順、
電話のみ赤ちゃんとママのための

ニコニコたいむ
6／2・9・30の火曜日
10：00～12：00

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700円

Toda City Information
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講 室座 ・ 教
点訳ボランティア入門講座
〜点字の世界にふれてみよう〜
とき 6月8日～7月 1 3日の月曜日（全5回）、
午後 1時30分～3時30分
ところ 心身障害者福祉センター2階 団体
事務室
講師 戸田市点訳グループ「きつつき」
対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤者、
7人
費用 650円（テキスト代）
申込 6月7日（日）まで　※申込順。電話、
FAX（441 -5031）可
心身障害者福祉センター 445-1 828

身体障害者対象サロン「紙すき」
とき 6月 1 2日（金）、午前 10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター2階　料理
実習室
内容 オリジナルはがきの作成
協力団体 戸田八輝会
対象・定員 身体障害者、1 5人 ※費用無料
申込 6月 10日（水）まで　※申込順、電話
可。手話通訳や要約筆記を必要とする方は、
事前にFAX（441 -5031）などでお知らせ
ください
心身障害者福祉センター 445-1 828

キャンプ教室・災害の対応体験講習会
とき 7月25日（土）～26日（日）
ところ 県立「小川げんきプラザ」野外活動
センターほか ※集合：県立「小川げんき
プラザ」キャンプ場
宿泊 バンガロー（小学2年生以上は親子・
男女別に宿泊）
内容 キャンプ生活を通して「幼き日の思い出
づくり」と災害時の体験講習（トイレ・食事）
定員 45人
費用 大人：8,000円、園児～小学3年生：
4,000円、小学4～6年生：4,500円
説明会 7月 1 5日（水）に東部福祉センター
会議室で
申込 5月31日（日）まで
市山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

総合型地域スポーツクラブ
World Sports Family
市では豊かな地域社会の実現を目指して、
多種目・多世代・多志向のもと地域住民が
主体的に運営する総合型地域スポーツクラ
ブ活動に対して支援を行っています。詳し
くはお問い合わせください。
※費用は教室によって異なります。教室の

詳しい内容や申し込みは、NPO法人 Wo 
rld Sports Familyのホームページ（htt 
p：//sportskazoku.com/）または電話
（287-9640）で

 文化スポーツ課（内線339）

No 教室名 曜
日 時間 場所

1 ストレッチ&
ゆるトレ教室 木 9：30

～ 10：30

上戸田地域
交流センター
（あいパル）

2 機能改善教室 木 10：45
～ 1 1：45

上戸田地域
交流センター
（あいパル）

3 水曜太極拳 水 9：30
～ 1 1：00

市スポーツセ
ンター剣道場

4
幼児向け
かけっこ教室
（年少・年中）

土 9：30
～ 10：30

戸田南小学校
体育館

5
幼児向け
かけっこ教室
（年長）

土 10：45
～ 1 1：45

戸田南小学校
体育館

6 ヨガ教室各種
水
〜
日
午前・夜 ウェルスタ

戸田

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可
※費用が必要な講座は指定された期日までにお支払いください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Excel2013基礎（全3回） 午後
6／ 1 0、 1 7、24の
水曜日
1 4：00～ 1 6：00

1階
パソコン
ルーム

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

市内在住・
在勤者、各7人

3,000円
（全3回分）

5／2（土）～
25（月）
※申込順、
電話可。
希望者が１
人のコース
は中止

Word2013基礎（全3回） 夜 6／ 10（水）～ 1 2（金）
1 9：00～2 1：00

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

Power Point 2013（全3回） 午前
6／ 1 1、1 8、25の
木曜日
10：00～ 1 2：00

プレゼンテーショ
ンの基礎を学ぼう

◆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

やさしい筆ペン教室
5／22～6／ 19
の金曜日（全5回）、
13：30～15：30

3階
セミナールーム
302

筆ペンを使って書
道を楽しむ

市内在住・
在勤者、 1 5人 2,100円 筆記用具 奥

おく
墨
ずみ
千
せん
里
り

さん
5／2（土）～
18（月）

自作パソコンの
組み立て方を学ぼう

6／6（土）、
13：00～15：00
※参加者の希望に
より別の日に実践
の検討可

1階
パソコンルーム

パソコンの組み立
てを通じ、コンピ
ュータの仕組みを
理解する

市内在住・
在勤者、7人
（満7歳以上で
可）

無料 筆記用具
コミュニ
ティ協議会
IT部会員

5／3（祝・日）
～31（日）

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 

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

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

6／ 1 1・18・25、7／9・16の木曜日
（全5回）
Ａ：10：00～ 10：50
Ｂ：1 1：1 0～ 1 2：00

親子で一緒にさまざまな
ヨガのポーズや呼吸を行
い、リフレッシュする

Ａ：6カ月～ 1歳3カ月
までの子と母親、20組
Ｂ：1～3歳未満の子と
母親、20組

2,800円
5／7（木）～
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

6／ 14（日）
10：00～12：00

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 700円 5／5（火）～
※申込順、
電話のみ赤ちゃんとママのための

ニコニコたいむ
6／2・9・30の火曜日
10：00～12：00

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700円

新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容に変更が生じる場合があります。
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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：9：00～1 7：1 5　 ※講座申込の初日は 1 0：00～。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　
○開催最少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

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

6／4（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

市内在住・
在勤・在学者 無料 当日随時受付

【市民大学認定講座】
英語でしゃべろう
英会話講座

6／2、9、23、30、
7／7、1 4の火曜日（全6回）
10：30～ 1 2：00

外国人講師を囲んで英語で話す
市内在住・
在勤・在学者、
1 2人

無料

5／ 1 5（金）～

【市民大学認定講座】
生き生き体操講座

6／4、1 1、1 8、25の
木曜日（全4回）
1 4：00～ 1 5：30

健康を維持するための生き生き体操
を習う

市内在住・
在勤・在学者、
1 2人

300円
（教材費・
保険料）

絵手紙講座 6／6、1 3、20の土曜日
10：00～ 1 2：00

筆や割りばしを使ったぬくもりのあ
る絵手紙の基礎について学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
10人

300円
（教材費）

親子で作ろう
料理講座

6／27（土）
10：00～ 1 3：00 親子で楽しく料理をつくる

市内在住・在
勤・在学の親
と子（小学生）、
6組

1 ,200円
（教材費・
保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

6／ 1 3（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

市内在住・
在勤・在学者 無料 当日随時受付

IT講座スマホ入門・
体験コース

6／ 10（水）
1 3：00～ 16：00

アンドロイドのスマートフォンを実
際に使いながら、基本的な使い方を
学ぶスマホ体験の講座

市内在住・
在勤・在学者、
20人

500円
（教材費）

5／ 1 5（金）～
6／3（水）

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

6／2 1（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

市内在住・
在勤・在学者 無料 当日随時受付

子ども料理教室 1 6／6（土）
10：00～ 1 2：00

子どもにできる手軽な料理を楽しく
つくる

小学生3～6年
生、16人

800円
（教材費・
保険料）

5／ 1 5（金）～

【市民大学認定講座】
ヨガ入門講座
（初級編）

6／ 1 3～7／4の
毎週土曜日（全4回）
1 1：00～ 1 1：30

ヨガの基本を学び、身体能力を上
げ、持久力をつける（男性の参加大
歓迎）

市内在住・
在勤・在学者、
1 5人

200円
（保険料） 5／ 1 5（金）～

公民館の講座 
Toda City Information
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