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　昭和50（1975）年に開所し、小学校の林間学校、
中学校のスキー教室、青少年団体の合宿などで市
民の皆さんに親しまれてきた『少年自然の家』は、
児童・生徒数の増加による収容人数が不足している
こと、施設が著しく老朽化していることなどを考慮
した結果、大変残念ではありますが、令和3年3月
31日をもって閉鎖することとなりました。
　市民の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理
解をお願いいたします。なお、令和3年3月30日分
まで宿泊可能です。

 問い合わせ　生涯学習課（内線308）

　本計画は「発達段階に応じたきめ細やかな取
組」をテーマとして、「乳幼児期」「小学生期」「中
学・高校生期」の各段階の読書活動の推進を掲
げています。また、今回の計画の特徴は、小学
生期を3つの年代（低学年・中学年・高学年）に
分けたことです。それぞれの年代に合ったきめ
細やかな読書活動の推進を図り、児童が読書
習慣を身に付けることができる
よう、市を挙げて努めていきま
す。なお、本計画は図書館ホー
ムページでご覧いただけます。
 問い合わせ　図書館　442-2800

　市では、よりよいサービスの実現を目指すため、前年度に
実施した事業について、職員自らが評価する「内部評価」と、
内部評価を市民や専門家など外部の視点からさらに評価する
「外部評価」の両面から、行政評価を実施しています。
 問い合わせ　経営企画課（内線413）

『戸田市立少年自然の家』
閉鎖（令和3年3月31日）のお知らせ

よりよいサービスを実現するために！

第3次戸田市子どもの読書活動
推進計画がスタート！

たくさんの人の目で行政の事業内容をチェックしています

令和2年3月に
「第3次戸田市子どもの

読書活動推進計画」
（令和2年度から5年間）を

策定しました！

外部評価とは
外部の視点から内部評価を再評価します。

外部評価の目的
・市が実施している行政評価について、客観性と
   透明性を確保すること
・職員の行政評価に係る能力向上を図ること

判断のポイント
① 施策の実現に適した事業になっているか
② 施策は計画どおりに進んでいるか
③ 資源（予算・人員）は適正か

施策の目的を
達成するために
事業を実施する

実施

内部・外部評価により
事業の改善を

図る

改善

外部評価対象施策は
「行動計画」を
作成する

事業反映
内部・外部評価

により事業を評価する

行政評価
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行政評価の結果は、
市ホームページで公開しています。
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お 知 ら せ
新型コロナウイルス感染症に係る
65歳以上の方の介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少した方などは、介護保険料の減
額・免除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。

 長寿介護課（内線457）

生ごみ処理機器購入費補助
生ごみ処理機器の購入者に対し、補助をし
ます。

種　類 募集数 補助金額 備　考

コンポ
スター 5基 1基につき

3,000円
1家庭
2基まで

バケツ
（ＥＭ）
型容器

5基 1基につき
1 ,500円

1家庭
2基まで

電気式
生ごみ
処理機

1 0台
購入額の
1 /2以内
（30,000円限度）

1家庭
1台まで

対象 市内在住で機器を常に良好な状態で
維持管理でき、7月31日（金）までに生ごみ
処理機器を購入可能な市民　※法人は除く
申込 6月 1 5日（月）まで　※応募多数の場
合は抽選。申請書は環境課窓口で配布。申
請には印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線389）

お 知 ら せ

高齢者見守り訪問活動
市では高齢者が、住み慣れた地域で元気に
安心して暮らし続けられるように、見守り
訪問活動を行っています。各地区の民生委
員が、75歳以上の一人暮らしの高齢者お
よび高齢者世帯を定期的に訪問して安否を
確認します。

 長寿介護課（内線285）

スポーツセンター休場日
6月 10日（水）は定期休場日の第2水曜日、
6月 1 1日（木）は館内消毒のため臨時休場
します。

 スポーツセンター　443-3523

国民健康保険の保険証の発送
市の国民健康保険に加入中の世帯に、6月
下旬から新しい「国民健康保険被保険者証
（緑色）」を、簡易書留郵便で順次郵送しま
す。8月 1日（土）より使用できます。配達
時に不在の場合は、不在連絡票が投函され
ますので、再配達をご依頼ください。郵便
局での保管期限経過後は、市役所で保管と
なります。市役所で受け取る場合には顔写
真付きの公的な本人確認書類が必要ですの
で、お持ちください。 ※現在お持ちの保険
証（赤色）の有効期限は7月31日（金）です。
社会保険など、ほかの保険に加入した方は
国民健康保険をやめる手続きが必要です

 保険年金課（内線247）

児童手当の現況届は6月30日㈫までに
児童手当および特例給付の受給資格者は、
毎年6月に「現況届」の提出が必要です。6
月上旬に案内を送付しますので、6月30日
（火）までに提出してください。提出がない
場合、6月分以降の手当は支払差止となり
ます。※6月 1 2日（金）を過ぎても案内が
届かない場合は、お問い合わせください
◆マイナンバーカードを使ったオンライン
での提出も可能です。Webサイト『ぴった
りサービス』で「埼玉県戸田市」を選んで検
索してください。※郵送や窓口での提出が
不要になります
◆6月は児童手当（2～5月分）の支払月で
す。振込日は、6月 1 2日（金）の予定です。

 こども家庭課 （内線274）

緑化推進の各種補助金
それぞれに該当する場合、補助金が受けら
れます。
◆生け垣等設置奨励補助金
生け垣や緑化フェンスなどを設置する場合
や、駐車場緑化を行う場合に補助します
（上限20万円）。
◆建築物屋上等緑化奨励補助金
建築物の屋上や壁面を緑化する場合、緑化
施設の設置費用を補助します（上限50万
円）。
◆保存樹木補助金
大きく生長した樹木や樹林などを保存樹木
に指定し、指定を受けた樹木に対して補助
します（各種上限6万円）。

 みどり公園課（内線319）

毎年6月23日～ 29日は
「男女共同参画週間」です
「男女共同参画週間」とは、男女共同参画社
会基本法の目的および基本理念に関して、
国民の理解を深めるために設けられた週間
です。市では男女共同参画週間に先立ち、
パネル展示を実施します。
とき 6月5日（金）午後3時～ 1 2日（金）正午
ところ 市役所2階ロビー

 協働推進課（内線428）

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。

第46回戸田ふるさと祭りの中止について

　8月22日（土）、23日（日）に開催を予定していた第46回戸田ふるさと祭
りは、新型コロナウイルスの流行を受け、戸田ふるさと祭り実行委員会にお
ける協議の結果、中止となりました。
　来場者の皆さんの安全や、祭りの関係者の皆さんへの影響を考慮し決定
したものですので、ご理解をお願いします。
　今年の戸田ふるさと祭りは中止となりますが、令和3年度以降に開催され
る戸田ふるさと祭りが、より皆さんから愛される祭りとなるよう、戸田ふるさ
と祭り実行委員会を中心に準備・検討を進めていきます。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。

 戸田ふるさと祭り実行委員会事務局［協働推進課内］（内線482）

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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戸田市子育てに関する相談窓口を
ご利用ください
子育てに関する相談を受付していますので
お気軽にご利用ください。
【子育て情報の提供やサービス利用支援】
とき 月～日曜日　午前 10時～午後5時（正
午～午後 1時は除く）
ところ 戸田公園駅前子育て広場 
  420-9741
【お子様や保護者自身の悩み相談】
とき 月～金曜日  午前9時～午後5時（正午
～午後 1時は除く）
ところ こども家庭相談センター（こども家
庭課内）
  433-2222
その他相談先は市ホームペ
ージをご覧ください。

 こども家庭課（内線462）

文化会館電気自動車急速充電器の撤去
文化会館に設置している電気自動車急速充
電器は、民間で同様の施設が増えてきたこ
となどから、一定の役割を終えたと判断し
撤去します。ご理解くださいますよう、よ
ろしくお願いします。

 環境課（内線344）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
テレビ台、学習机・イス、炊飯器、電
気ポット、室内用ジャングルジム、ケー
ス入りひな人形（木目込み）、洋タンス、
やかん（2L）、ベビー布団、健康器具
● ゆずってください
ミシン、アルバム、足こぎ自転車　
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

住居表示の届出について
住居表示地区に建物を新築、建て替えし、
住所を設定する際は、「住居表示」の届出が
必要になりますので、手続きをお願いしま
す。※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい

 市民課（内線204）

戸田都市計画道路事業の縦覧
3月 19日付けで「戸田都市計画道路事業3・
4・10号前谷馬場線（第2工区）」の事業認
可を受けましたので、関係図書の縦覧を行
っています。
ところ 市役所3階道路河川課

 道路河川課（内線329）

国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除期間がある方は、
10年以内であれば、さかのぼって免除期
間分の保険料を納付（追納）でき、将来受け
取る老齢基礎年金額を増やすことができま
す。なお、免除などが承認された期間の年
度から、3年度目以降に追納する場合は、
承認当時の保険料額に加算額が上乗せされ
ます。また、追納は基本的に承認期間の古
いものから順に納付してください。
対象 国民年金保険料の免除（全額・一部）、
納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期
間がある方

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長
氏名 住所 電話番号 備考

下
戸
田

1 喜沢 1丁目町会 藤原 吉博 喜沢 1 - 4 -1 442 -4878
2 喜沢2丁目町会 金子 清視 喜沢2 -1 6 -1 2 442 -3593
3 喜沢南町会 阿部 昌已 喜沢南2 -5 -5 - 4 10 445-5629
4 戸田シティ自治会 渡邉 孝夫 喜沢南 1 - 4 -1 7- 1 1 9 445-2844
5 中町会 永井 啓之 中町 1 - 23 -1 1 - 801 441 -5951
6 上町町会 坂本 義治 下戸田 1 -7- 1 0 441 -6539
7 下前町会 大城戸 義彦 下前2 -6 -5 445-41 37 ◎
8 川岸町会 須崎 多一朗 川岸2 -9-2 442 -4874
9 戸田団地自治会 武井 喜美子 下前 1 - 1 0 -3 -502 444 -61 1 8

上
戸
田

1 0 元蕨町会 大﨑 忠雄 下戸田2 -24 -23 441 -3023
1 1 東町町会 市川 悦夫 本町 1 - 2 1 - 1 5 -501 442 -3601
1 2 後谷町会 本間 博忠 上戸田 1 - 2 1 - 1 5 442 -77 1 8
1 3 鍛冶谷町会 鴨下 稔 本町2 -1 - 1 9 090-2331 - 481 6
1 4 新田口町会 萩原 浩一 本町3-1 5 -2 1 441 -2686
15 南原町会 本田 国雄 南町2 -1 2 444 -1 453
16 大前町会 梅田 義秋 本町3-2 -1 5 445-3430
1 7 上前町会 八木橋 宣夫 本町4 -1 4 - 8 090-3066-2570
1 8 本村町会 鳥山 孝 本町3-3 -1 4 441 -7932
1 9 旭が丘町会 保立 和夫 戸田公園5- 8 446-1 386

新
曽

20 沖内町会 細井 幸雄 新曽27 1 442 -3 1 40
2 1 馬場町会 駒﨑 繁夫 新曽 1 01 9 441 - 4 1 7 1
22 新田町会 長谷川 幸雄 新曽 1 867 442 -6237 ◆
23 新曽北町会 榎本 和男 新曽241 8 442 -1041 ◎
24 氷川町会 駒﨑 嘉一 氷川町 1 - 2 -1 443 - 801 1
25 新曽下町会 小山 一美 新曽南2 -1 4 -22 442 -3528
26 芦原町会 畠 繁明 新曽 1 307-201 444 - 8070 ◎
27 シティテラス戸田公園自治会 今野 典子 新曽南3-6 -1 - 1 22 080-999 1 -1 375 ◎

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長
氏名 住所 電話番号 備考

笹
目

28 笹目 1丁目町会 細井 光男 笹目 1 - 1 8 - 8 422 -4666
29 笹目2丁目町会 椎橋 清 笹目2 -23 -20 42 1 - 4275
30 笹目3丁目町会 青木 順一 笹目3-10 -22 42 1 -3826
31 笹目4丁目町会 野沢 蒼生雄 笹目4 -25 -24 422 - 8460
32 笹目5丁目町会 白石 賢司 笹目5-1 -2 1 42 1 -5308
33 笹目6丁目町会 浅生 和英 笹目6-3 - 4 080-3396-61 76
34 笹目7丁目町会 渡辺 一実 笹目7-1 2 -7 42 1 -3 101
35 早瀬町会 内田 秋雄 早瀬2 -2 1 -5 42 1 - 4041
36 笹目北町会 島田 幸昌 笹目北町2 -27 42 1 -7940 ◆
37 笹目南町町会 坂下 正直 笹目南町29-26 42 1 -6502

美
女
木

38 美女木 1丁目町会 伊藤 和夫 美女木 1 - 2 1 - 1 2 42 1 -3808
39 美女木2丁目町会 石井 雅男 美女木2 -1 3 -1 0 42 1 -61 25
40 美女木3丁目町会 石井 剛 美女木3-4 -1 4 090-1 706- 8769 ◆
41 美女木4丁目町会 稲垣 賢治 美女木4 -1 8 -7 42 1 -6923
42 美女木5丁目町会 武笠 徳治 美女木5-1 6 -9 42 1 -3 1 1 2
43 美女木6丁目町会 栗原 博美 美女木6-7- 8 422 -6697
44 美女木7丁目町会 清水 忠雄 美女木7-1 4 -1 3 080-1 1 49-1 779 ◎
45 美女木8丁目町会 篠﨑 一雄 美女木8 -1 7-1 1 42 1 -5108
46 向田町会 永井 富治 大字美女木 1 081 -1 090-3228 -5235
47 北戸田住宅自治会 池田 孝広 美女木東 1 - 2 -25  A-9 1 4 090-347 1 -0346

《今月の納税》
市県民税…第 1期分
納期限は、6月30日（火）です。必ず
納期内に納付してください。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」「ペ
イビー納付」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
［お詫び］
5月号で5月3日（日）の日曜納税窓口
をご案内しましたが、新型コロナウイル
スの感染拡大を防止するため窓口を急
遽閉鎖しました。ご不便、ご迷惑をお掛
けし、申し訳ございませんでした。
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）

令和２年度　町会長・自治会長名簿

●No.4：戸田シティ、No.9：戸田団地、No.27：シティテラス戸田公園、No.47：
北戸田住宅は、町会ではなく「自治会」と称し、会長も「自治会長」です

●備考欄中の◎印は、令和2年度からの新しい会長を表しています
●年度途中に町会長・自治会長が変更となる場合もあります
●◆印に対する通知などは、可能な限りメールでお送りください（No.22：新田町
会、No.36：笹目北町会、No.40：美女木3丁目町会）
メール送付の場合、添付文書はPDFではなくWord・Excel形式でお願いしま
す。メールでお送りいただいた場合、紙文書での送付は不要です
【送付先】No.22：新田町会：live-toda@aurora.ocn.ne.jp　No.36：笹目北
町会：simada@hakuliya.com　No.40：美女木3丁目町会：take01350@
gmail.com
 協働推進課（内線651）

Toda City Information
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講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

昆虫ウォッチング：夏 7／ 19（日）
10：00～ 1 2：00 彩湖周辺の昆虫と自然を観察

誰でも、30人　
※小学2年生以下
は保護者同伴 

100円 
（教材費・
保険料） 彩湖自然学習セン

ター

6／ 19 (金）～ 
電話可

スズムシ配布 7／26（日）1 3:30～
センターで飼育したスズムシの配布
※スズムシを飼える状態にした飼育容
器をお持ちください

先着50家族　　
（予定） 無料 当日直接

申
込

○ 直接：費用を添えて彩湖自然学習センターへ　 
※申込順
○ 電話可：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）
　☎422-999 1　 10：00～ 16：30

彩湖自然学習センターのイベント
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戸田市子育てに関する相談窓口を
ご利用ください
子育てに関する相談を受付していますので
お気軽にご利用ください。
【子育て情報の提供やサービス利用支援】
とき 月～日曜日　午前 10時～午後5時（正
午～午後 1時は除く）
ところ 戸田公園駅前子育て広場 
  420-9741
【お子様や保護者自身の悩み相談】
とき 月～金曜日  午前9時～午後5時（正午
～午後 1時は除く）
ところ こども家庭相談センター（こども家
庭課内）
  433-2222
その他相談先は市ホームペ
ージをご覧ください。

 こども家庭課（内線462）

文化会館電気自動車急速充電器の撤去
文化会館に設置している電気自動車急速充
電器は、民間で同様の施設が増えてきたこ
となどから、一定の役割を終えたと判断し
撤去します。ご理解くださいますよう、よ
ろしくお願いします。

 環境課（内線344）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
テレビ台、学習机・イス、炊飯器、電
気ポット、室内用ジャングルジム、ケー
ス入りひな人形（木目込み）、洋タンス、
やかん（2L）、ベビー布団、健康器具
● ゆずってください
ミシン、アルバム、足こぎ自転車　
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

住居表示の届出について
住居表示地区に建物を新築、建て替えし、
住所を設定する際は、「住居表示」の届出が
必要になりますので、手続きをお願いしま
す。※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい

 市民課（内線204）

戸田都市計画道路事業の縦覧
3月 19日付けで「戸田都市計画道路事業3・
4・10号前谷馬場線（第2工区）」の事業認
可を受けましたので、関係図書の縦覧を行
っています。
ところ 市役所3階道路河川課

 道路河川課（内線329）

国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除期間がある方は、
10年以内であれば、さかのぼって免除期
間分の保険料を納付（追納）でき、将来受け
取る老齢基礎年金額を増やすことができま
す。なお、免除などが承認された期間の年
度から、3年度目以降に追納する場合は、
承認当時の保険料額に加算額が上乗せされ
ます。また、追納は基本的に承認期間の古
いものから順に納付してください。
対象 国民年金保険料の免除（全額・一部）、
納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期
間がある方

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長
氏名 住所 電話番号 備考

下
戸
田

1 喜沢 1丁目町会 藤原 吉博 喜沢 1 - 4 -1 442 -4878
2 喜沢2丁目町会 金子 清視 喜沢2 -1 6 -1 2 442 -3593
3 喜沢南町会 阿部 昌已 喜沢南2 -5 -5 - 4 10 445-5629
4 戸田シティ自治会 渡邉 孝夫 喜沢南 1 - 4 -1 7- 1 1 9 445-2844
5 中町会 永井 啓之 中町 1 - 23 -1 1 - 801 441 -5951
6 上町町会 坂本 義治 下戸田 1 -7- 1 0 441 -6539
7 下前町会 大城戸 義彦 下前2 -6 -5 445-41 37 ◎
8 川岸町会 須崎 多一朗 川岸2 -9-2 442 -4874
9 戸田団地自治会 武井 喜美子 下前 1 - 1 0 -3 -502 444 -61 1 8

上
戸
田

1 0 元蕨町会 大﨑 忠雄 下戸田2 -24 -23 441 -3023
1 1 東町町会 市川 悦夫 本町 1 - 2 1 - 1 5 -501 442 -3601
1 2 後谷町会 本間 博忠 上戸田 1 - 2 1 - 1 5 442 -77 1 8
1 3 鍛冶谷町会 鴨下 稔 本町2 -1 - 1 9 090-2331 - 481 6
1 4 新田口町会 萩原 浩一 本町3-1 5 -2 1 441 -2686
15 南原町会 本田 国雄 南町2 -1 2 444 -1 453
16 大前町会 梅田 義秋 本町3-2 -1 5 445-3430
1 7 上前町会 八木橋 宣夫 本町4 -1 4 - 8 090-3066-2570
1 8 本村町会 鳥山 孝 本町3-3 -1 4 441 -7932
1 9 旭が丘町会 保立 和夫 戸田公園5- 8 446-1 386

新
曽

20 沖内町会 細井 幸雄 新曽27 1 442 -3 1 40
2 1 馬場町会 駒﨑 繁夫 新曽 1 01 9 441 - 4 1 7 1
22 新田町会 長谷川 幸雄 新曽 1 867 442 -6237 ◆
23 新曽北町会 榎本 和男 新曽241 8 442 -1041 ◎
24 氷川町会 駒﨑 嘉一 氷川町 1 - 2 -1 443 - 801 1
25 新曽下町会 小山 一美 新曽南2 -1 4 -22 442 -3528
26 芦原町会 畠 繁明 新曽 1 307-201 444 - 8070 ◎
27 シティテラス戸田公園自治会 今野 典子 新曽南3-6 -1 - 1 22 080-999 1 -1 375 ◎

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長
氏名 住所 電話番号 備考

笹
目

28 笹目 1丁目町会 細井 光男 笹目 1 - 1 8 - 8 422 -4666
29 笹目2丁目町会 椎橋 清 笹目2 -23 -20 42 1 - 4275
30 笹目3丁目町会 青木 順一 笹目3-10 -22 42 1 -3826
31 笹目4丁目町会 野沢 蒼生雄 笹目4 -25 -24 422 - 8460
32 笹目5丁目町会 白石 賢司 笹目5-1 -2 1 42 1 -5308
33 笹目6丁目町会 浅生 和英 笹目6-3 - 4 080-3396-61 76
34 笹目7丁目町会 渡辺 一実 笹目7-1 2 -7 42 1 -3 101
35 早瀬町会 内田 秋雄 早瀬2 -2 1 -5 42 1 - 4041
36 笹目北町会 島田 幸昌 笹目北町2 -27 42 1 -7940 ◆
37 笹目南町町会 坂下 正直 笹目南町29-26 42 1 -6502

美
女
木

38 美女木 1丁目町会 伊藤 和夫 美女木 1 - 2 1 - 1 2 42 1 -3808
39 美女木2丁目町会 石井 雅男 美女木2 -1 3 -1 0 42 1 -61 25
40 美女木3丁目町会 石井 剛 美女木3-4 -1 4 090-1 706- 8769 ◆
41 美女木4丁目町会 稲垣 賢治 美女木4 -1 8 -7 42 1 -6923
42 美女木5丁目町会 武笠 徳治 美女木5-1 6 -9 42 1 -3 1 1 2
43 美女木6丁目町会 栗原 博美 美女木6-7- 8 422 -6697
44 美女木7丁目町会 清水 忠雄 美女木7-1 4 -1 3 080-1 1 49-1 779 ◎
45 美女木8丁目町会 篠﨑 一雄 美女木8 -1 7-1 1 42 1 -5108
46 向田町会 永井 富治 大字美女木 1 081 -1 090-3228 -5235
47 北戸田住宅自治会 池田 孝広 美女木東 1 - 2 -25  A-9 1 4 090-347 1 -0346

《今月の納税》
市県民税…第 1期分
納期限は、6月30日（火）です。必ず
納期内に納付してください。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」「ペ
イビー納付」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
［お詫び］
5月号で5月3日（日）の日曜納税窓口
をご案内しましたが、新型コロナウイル
スの感染拡大を防止するため窓口を急
遽閉鎖しました。ご不便、ご迷惑をお掛
けし、申し訳ございませんでした。
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）

令和２年度　町会長・自治会長名簿

●No.4：戸田シティ、No.9：戸田団地、No.27：シティテラス戸田公園、No.47：
北戸田住宅は、町会ではなく「自治会」と称し、会長も「自治会長」です

●備考欄中の◎印は、令和2年度からの新しい会長を表しています
●年度途中に町会長・自治会長が変更となる場合もあります
●◆印に対する通知などは、可能な限りメールでお送りください（No.22：新田町
会、No.36：笹目北町会、No.40：美女木3丁目町会）
メール送付の場合、添付文書はPDFではなくWord・Excel形式でお願いしま
す。メールでお送りいただいた場合、紙文書での送付は不要です
【送付先】No.22：新田町会：live-toda@aurora.ocn.ne.jp　No.36：笹目北
町会：simada@hakuliya.com　No.40：美女木3丁目町会：take01350@
gmail.com
 協働推進課（内線651）

Toda City Information
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講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

昆虫ウォッチング：夏 7／ 19（日）
10：00～ 1 2：00 彩湖周辺の昆虫と自然を観察

誰でも、30人　
※小学2年生以下
は保護者同伴 

100円 
（教材費・
保険料） 彩湖自然学習セン

ター

6／ 19 (金）～ 
電話可

スズムシ配布 7／26（日）1 3:30～
センターで飼育したスズムシの配布
※スズムシを飼える状態にした飼育容
器をお持ちください

先着50家族　　
（予定） 無料 当日直接

申
込

○ 直接：費用を添えて彩湖自然学習センターへ　 
※申込順
○ 電話可：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）
　☎422-999 1　 10：00～ 16：30

彩湖自然学習センターのイベント
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戸田市子育てに関する相談窓口を
ご利用ください
子育てに関する相談を受付していますので
お気軽にご利用ください。
【子育て情報の提供やサービス利用支援】
とき 月～日曜日　午前 10時～午後5時（正
午～午後 1時は除く）
ところ 戸田公園駅前子育て広場 
  420-9741
【お子様や保護者自身の悩み相談】
とき 月～金曜日  午前9時～午後5時（正午
～午後 1時は除く）
ところ こども家庭相談センター（こども家
庭課内）
  433-2222
その他相談先は市ホームペ
ージをご覧ください。

 こども家庭課（内線462）

文化会館電気自動車急速充電器の撤去
文化会館に設置している電気自動車急速充
電器は、民間で同様の施設が増えてきたこ
となどから、一定の役割を終えたと判断し
撤去します。ご理解くださいますよう、よ
ろしくお願いします。

 環境課（内線344）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
テレビ台、学習机・イス、炊飯器、電
気ポット、室内用ジャングルジム、ケー
ス入りひな人形（木目込み）、洋タンス、
やかん（2L）、ベビー布団、健康器具
● ゆずってください
ミシン、アルバム、足こぎ自転車　
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

弁護士による無料の法律相談です。
とき 7月5日（日）、午前 10時～正午　
※相談時間は30分
ところ 市役所3階相談室
内容 離婚・相続・賃貸借契約など民
事全般
申込 7月3日（金）午前9時～　
※申込順、4人まで。電話またはよろ
ず相談窓口で

 防犯くらし交通課（内線270）

7月の日曜法律相談

イ ベ ン ト
ホタル観賞会
とき 6月20日（土）、午後7時30分～9時
30分　※雨天決行
ところ リサイクルフラワーセンター（戸田
市大字美女木980　衛生センター北側）
※来園前に、蕨戸田衛生センター組合ホー
ムページをご確認ください。駐車場はあり
ません

 蕨戸田衛生センター組合　048 -42 1 -
2801

身体障害者対象サロン「ちぎり絵」
とき 7月 1 7日（金）、午前 10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター2階　社会
適応訓練室
内容 新聞やチラシなどを使って「ちぎり
絵」をつくります
対象・定員 身体障害者、1 5人　※費用無
料
申込 7月 1 5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

科学好き集まれ！ ラジオ工作教室
工作でラジオをつくります。
とき 7月 19日（日）、午後 1時～3時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
対象・定員 市内在学の小学4～6年生、20
人
費用 1人 100円（保険料）
申込 6月2 1日（日）午前9時～7月12日（日）
午後7時までに、次のQRコードから　
※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

コンパルまつりの中止について
例年7月第一土・日曜日に開催していた「コ
ンパルまつり」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止対策のため、今年度は中止しま
す。

 笹目コミュニティセンター（コンパル）　
422-9988

募 集
はたちの集い実行委員会
新成人の皆さん、一生に一度の「成人式」
を自分たちでつくり上げませんか。
とき 8月～令和3年2月（実行委員会は月 1
～2回、原則休日に開催予定）
対象・定員 市内在住の令和3年に新成人と
なる方（平成 1 2年4月2日～平成 1 3年4月
1日生まれ）、1 5人程度
申込 7月31日（金）までに、件名を「はたち
の集い実行委員希望」として、氏名（ふりが
な）、性別、生年月日、住所、電話番号を
電子メール（j idoseisyonen@city.to 
da.saitama.jp）で

 児童青少年課（内線669）

国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除期間がある方は、
10年以内であれば、さかのぼって免除期
間分の保険料を納付（追納）でき、将来受け
取る老齢基礎年金額を増やすことができま
す。なお、免除などが承認された期間の年
度から、3年度目以降に追納する場合は、
承認当時の保険料額に加算額が上乗せされ
ます。また、追納は基本的に承認期間の古
いものから順に納付してください。
対象 国民年金保険料の免除（全額・一部）、
納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期
間がある方

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長
氏名 住所 電話番号 備考

笹
目

28 笹目 1丁目町会 細井 光男 笹目 1 - 1 8 - 8 422 -4666
29 笹目2丁目町会 椎橋 清 笹目2 -23 -20 42 1 - 4275
30 笹目3丁目町会 青木 順一 笹目3-10 -22 42 1 -3826
31 笹目4丁目町会 野沢 蒼生雄 笹目4 -25 -24 422 - 8460
32 笹目5丁目町会 白石 賢司 笹目5-1 -2 1 42 1 -5308
33 笹目6丁目町会 浅生 和英 笹目6-3 - 4 080-3396-61 76
34 笹目7丁目町会 渡辺 一実 笹目7-1 2 -7 42 1 -3 101
35 早瀬町会 内田 秋雄 早瀬2 -2 1 -5 42 1 - 4041
36 笹目北町会 島田 幸昌 笹目北町2 -27 42 1 -7940 ◆
37 笹目南町町会 坂下 正直 笹目南町29-26 42 1 -6502

美
女
木

38 美女木 1丁目町会 伊藤 和夫 美女木 1 - 2 1 - 1 2 42 1 -3808
39 美女木2丁目町会 石井 雅男 美女木2 -1 3 -1 0 42 1 -61 25
40 美女木3丁目町会 石井 剛 美女木3-4 -1 4 090-1 706- 8769 ◆
41 美女木4丁目町会 稲垣 賢治 美女木4 -1 8 -7 42 1 -6923
42 美女木5丁目町会 武笠 徳治 美女木5-1 6 -9 42 1 -3 1 1 2
43 美女木6丁目町会 栗原 博美 美女木6-7- 8 422 -6697
44 美女木7丁目町会 清水 忠雄 美女木7-1 4 -1 3 080-1 1 49-1 779 ◎
45 美女木8丁目町会 篠﨑 一雄 美女木8 -1 7-1 1 42 1 -5108
46 向田町会 永井 富治 大字美女木 1 081 -1 090-3228 -5235
47 北戸田住宅自治会 池田 孝広 美女木東 1 - 2 -25  A-9 1 4 090-347 1 -0346

い合わせください。
 収納推進課（内線643）

令和２年度　町会長・自治会長名簿

●No.4：戸田シティ、No.9：戸田団地、No.27：シティテラス戸田公園、No.47：
北戸田住宅は、町会ではなく「自治会」と称し、会長も「自治会長」です

●備考欄中の◎印は、令和2年度からの新しい会長を表しています
●年度途中に町会長・自治会長が変更となる場合もあります
●◆印に対する通知などは、可能な限りメールでお送りください（No.22：新田町
会、No.36：笹目北町会、No.40：美女木3丁目町会）
メール送付の場合、添付文書はPDFではなくWord・Excel形式でお願いしま
す。メールでお送りいただいた場合、紙文書での送付は不要です
【送付先】No.22：新田町会：live-toda@aurora.ocn.ne.jp　No.36：笹目北
町会：simada@hakuliya.com　No.40：美女木3丁目町会：take01350@
gmail.com
 協働推進課（内線651）
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※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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講座名 とき 内容 対象・定員 費用 場所 申込

昆虫ウォッチング：夏 7／ 19（日）
10：00～ 1 2：00 彩湖周辺の昆虫と自然を観察

誰でも、30人　
※小学2年生以下
は保護者同伴 

100円 
（教材費・
保険料） 彩湖自然学習セン

ター

6／ 19 (金）～ 
電話可

スズムシ配布 7／26（日）1 3:30～
センターで飼育したスズムシの配布
※スズムシを飼える状態にした飼育容
器をお持ちください

先着50家族　　
（予定） 無料 当日直接

申
込

○ 直接：費用を添えて彩湖自然学習センターへ　 
※申込順
○ 電話可：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）
　☎422-999 1　 10：00～ 16：30

彩湖自然学習センターのイベント ※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、中止または延期となる場合は、
　ホームページなどで周知いたしますので、ご了承ください

2019
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講 室座 ・ 教
起業支援セミナー
とき 7月 1 5日（水）、午後6時30分～8時
30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「起業のための一歩前進セミナー」　
講師 創業・ベンチャー支援センター埼玉　
創業支援アドバイザー　池

いけ
田
だ

 史
ふみ
子
こ
さん

対象・定員 起業に関心のある方、起業後
間もない方、30人
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、起業の有無を記入
して電子メール（keizai@city.toda.sa 
itama.jp）または市ホームページの申込
フォームで　※費用無料。申込順　※状況
により、web配信となる場合があります

 経済政策課（内線395）

女性向け起業支援セミナー
とき 7月 1 4日、2 1日、28日の火曜日（全
3回）、午前9時30分~午後0時30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「ビジネスプランセミナー~SAITA 
MA Smile Womenピッチに向けて」
講師 株式会社キャラウィット 上

かみ
岡
おか

 実
み
弥
や
子
こ

さん、行政書士/個人情報保護士 篠
しの
崎
ざき

 亮
りょう
平
へい

さん
対象・定員 起業している女性、起業内容
が決まっている女性で全3回参加できる方、
20人　※市民優先、託児あり（6カ月~未

社会福祉協議会　パート職員
募集人数 1人
資格 普通自動車免許（AT限定可）、パソコ
ン操作（Excel、Word）ができること
内容 地域福祉課市民活動振興係における
事務補助（とだファミリー・サポート・セ
ンター事業）
雇用期間 7月 1日～令和3年3月31日まで　
※勤務成績により更新あり
勤務時間 午前9時～午後 1時、週3日　
※シフト制
休日 第2・4土曜日、第 1・3・5水曜日、日
曜日、祝日、年末年始
勤務地 ボランティア・市民活動支援セン
ター（市役所敷地内）
賃金 時給980円
加入保険 労災保険
選考方法 書類審査および面接審査
申込 6月 1日（月）～ 1 4日（日）必着で、市
販の履歴書（写真添付）を社会福祉協議会
地域福祉課市民活動振興係（〒335-002 
2 戸田市上戸田 1 -18 -1　ボランティア・市
民活動支援センター）まで提出
※郵送可

 ボランティア・市民活動支援センター　
433-2244

シルバー人材センター会員
とき ①6月 10日（水）、午後2時～4時　
 ②6月 1 1日（木）、午前 10時～正午　
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
についての説明
対象・定員 原則60歳以上で健康な市民、
①②とも 10人
申込 事前に電話で

 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
とだファミリー・サポート・センターとは、
育児の援助を行いたい方（協力会員）と、受
けたい方（依頼会員）が会員となり、有償で
相互援助活動を行う組織です（700円～／
1時間）。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。

日　程 場　所

入会説明会

7／4（土）
10：00～ 1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター

7／ 1 8（土）
10：00～ 1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

8／ 1 8（火）
9：30～ 1 2：30

8／26（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

福祉作業所もくせい園看護師
（パート職員）
募集人数 1人
資格 看護師（准看護師可）
内容 福祉作業所もくせい園利用者（知的障
害者、身体障害者）への痰吸引、胃ろうの
管理など医療的ケア、介助、作業やレクリ
エーションの支援
雇用期間 随時～令和3年3月31日　
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日のうち週4～5日、午
前9時～午後4時　※休憩 1時間
賃金 時給 1 ,810円　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災保険
選考方法 書類審査および面接
申込 履歴書および資格証明書の写しを福

祉作業所もくせい園（戸田市川岸2-4 -8）
へ持参または郵送　※施設見学もできます
ので、お気軽にお問い合わせください

 福祉作業所もくせい園　445-8530

「アツモリ草」保護活動参加者
絶滅危惧種のアツモリ草自生地である三つ
峠にて、アツモリ草の見学会および講演会
を開催します。 
※JMSCA（公益社団法人日本山岳・スポ
ーツクライミング協会）主催
とき 6月20日（土）、2 1日（日）、1泊2日　
※集合：午前6時（戸田駅西口）
ところ 三つ峠（山梨県富士河口湖町）、三
つ峠山荘に宿泊
内容 アツモリ草見学会［現地案内者（三つ
峠山荘・中

なか
村
むら
さん）同行］、作業指導

定員 1 5人　※先着順
費用 1 1 ,000円（宿泊代、保険料、資料
代など）　※交通費は自己負担
説明会 別途参加希望者に連絡
申込 6月 1 2日（金）までに山岳連盟へ

 山岳連盟　岩崎　090-1604 -6848

市営住宅入居者の募集

※下笹目住宅は駐車場あり
資格 個別資格に加え、次の要件を全て満た
す方　①収入が一定額以下　② 1年以上市内
在住か在勤で、市民税などを完納している　
③住宅に困窮している　④暴力団員および暴
力団関係者ではない
入居可能日 9月 1日（火）
募集案内の配布 6月 1日（月）～ 19日（金）に、
市役所3階まちづくり推進課、1階生活支援
課、2階障害福祉課、長寿介護課、保険年金
課、こども家庭課、各福祉センター、戸田公

園駅前行政センター、新曽南多世代交流館
（さくらパル）、上戸田地域交流センター（あ
いパル）、笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）で
申込 募集案内に添付の申込書と63円切手を
貼った返信用はがき(2枚)に必要事項を記入
し、まちづくり推進課に郵送（6月 19日消印
有効）または持参　［6月 19日（金）午後5時
1 5分まで］

 まちづくり推進課（内線334）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
下笹目住宅
603号室 笹目8-1 -26 2DK

（50.2㎡） 24,300～ 47,700円 ２人以上世帯

柳原住宅
306号室 新曽980 3DK

（40.6㎡） 12,700～25,000円 ２人以上世帯

後谷住宅
202号室 上戸田3-23-2 3DK

（56.8㎡） 20,000～ 39,300円 ３人以上世帯

『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告の募集

※版下・データは広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 6月 10日（水）までに申込書を政策秘書室へ

 政策秘書室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 8月号、9月号、
1 0月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

戸田市 
ホームページ

7／ 1～ 
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 3枠 1枠 10,000円

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・在学以外の人も参加できます　※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

Word2013基礎 午後
 7／8、15、22の
水曜日 
14：00～ 16：00

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

3,000円
（全3回分）

6／2（火）～
24（水） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 7／8（水）～ 10（金） 
19：00～2 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 7／ 15（水）～ 1 7（金） 
19：00～2 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

7／9、16、23の
木曜日 
10：00～ 12：00

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

◆こわくて楽しい
お話し会

7／ 12（日） 
14：00～15：30 3階音楽室

ちょっとこわい
お話を聞いて
涼しくなろう
（おやつ付き）

小学生以上の
市内在住者、
30人

無料 なし
おはなし
れすとらん 
のみなさん

6／3（水）～
7／7（火）

◆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）

詳しくはお問い合わせください

Toda City Information
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講 室座 ・ 教
起業支援セミナー
とき 7月 1 5日（水）、午後6時30分～8時
30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「起業のための一歩前進セミナー」　
講師 創業・ベンチャー支援センター埼玉　
創業支援アドバイザー　池

いけ
田
だ

 史
ふみ
子
こ
さん

対象・定員 起業に関心のある方、起業後
間もない方、30人
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、起業の有無を記入
して電子メール（keizai@city.toda.sa 
itama.jp）または市ホームページの申込
フォームで　※費用無料。申込順　※状況
により、web配信となる場合があります

 経済政策課（内線395）

女性向け起業支援セミナー
とき 7月 1 4日、2 1日、28日の火曜日（全
3回）、午前9時30分~午後0時30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「ビジネスプランセミナー~SAITA 
MA Smile Womenピッチに向けて」
講師 株式会社キャラウィット 上

かみ
岡
おか

 実
み
弥
や
子
こ

さん、行政書士/個人情報保護士 篠
しの
崎
ざき

 亮
りょう
平
へい

さん
対象・定員 起業している女性、起業内容
が決まっている女性で全3回参加できる方、
20人　※市民優先、託児あり（6カ月~未

社会福祉協議会　パート職員
募集人数 1人
資格 普通自動車免許（AT限定可）、パソコ
ン操作（Excel、Word）ができること
内容 地域福祉課市民活動振興係における
事務補助（とだファミリー・サポート・セ
ンター事業）
雇用期間 7月 1日～令和3年3月31日まで　
※勤務成績により更新あり
勤務時間 午前9時～午後 1時、週3日　
※シフト制
休日 第2・4土曜日、第 1・3・5水曜日、日
曜日、祝日、年末年始
勤務地 ボランティア・市民活動支援セン
ター（市役所敷地内）
賃金 時給980円
加入保険 労災保険
選考方法 書類審査および面接審査
申込 6月 1日（月）～ 1 4日（日）必着で、市
販の履歴書（写真添付）を社会福祉協議会
地域福祉課市民活動振興係（〒335-002 
2 戸田市上戸田 1 -18 -1　ボランティア・市
民活動支援センター）まで提出
※郵送可

 ボランティア・市民活動支援センター　
433-2244

シルバー人材センター会員
とき ①6月 10日（水）、午後2時～4時　
 ②6月 1 1日（木）、午前 10時～正午　
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
についての説明
対象・定員 原則60歳以上で健康な市民、
①②とも 10人
申込 事前に電話で

 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
とだファミリー・サポート・センターとは、
育児の援助を行いたい方（協力会員）と、受
けたい方（依頼会員）が会員となり、有償で
相互援助活動を行う組織です（700円～／
1時間）。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。

日　程 場　所

入会説明会

7／4（土）
10：00～ 1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター

7／ 1 8（土）
10：00～ 1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

8／ 1 8（火）
9：30～ 1 2：30

8／26（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

福祉作業所もくせい園看護師
（パート職員）
募集人数 1人
資格 看護師（准看護師可）
内容 福祉作業所もくせい園利用者（知的障
害者、身体障害者）への痰吸引、胃ろうの
管理など医療的ケア、介助、作業やレクリ
エーションの支援
雇用期間 随時～令和3年3月31日　
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日のうち週4～5日、午
前9時～午後4時　※休憩 1時間
賃金 時給 1 ,810円　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災保険
選考方法 書類審査および面接
申込 履歴書および資格証明書の写しを福

祉作業所もくせい園（戸田市川岸2-4 -8）
へ持参または郵送　※施設見学もできます
ので、お気軽にお問い合わせください

 福祉作業所もくせい園　445-8530

「アツモリ草」保護活動参加者
絶滅危惧種のアツモリ草自生地である三つ
峠にて、アツモリ草の見学会および講演会
を開催します。 
※JMSCA（公益社団法人日本山岳・スポ
ーツクライミング協会）主催
とき 6月20日（土）、2 1日（日）、1泊2日　
※集合：午前6時（戸田駅西口）
ところ 三つ峠（山梨県富士河口湖町）、三
つ峠山荘に宿泊
内容 アツモリ草見学会［現地案内者（三つ
峠山荘・中

なか
村
むら
さん）同行］、作業指導

定員 1 5人　※先着順
費用 1 1 ,000円（宿泊代、保険料、資料
代など）　※交通費は自己負担
説明会 別途参加希望者に連絡
申込 6月 1 2日（金）までに山岳連盟へ

 山岳連盟　岩崎　090-1604 -6848

市営住宅入居者の募集

※下笹目住宅は駐車場あり
資格 個別資格に加え、次の要件を全て満た
す方　①収入が一定額以下　② 1年以上市内
在住か在勤で、市民税などを完納している　
③住宅に困窮している　④暴力団員および暴
力団関係者ではない
入居可能日 9月 1日（火）
募集案内の配布 6月 1日（月）～ 19日（金）に、
市役所3階まちづくり推進課、1階生活支援
課、2階障害福祉課、長寿介護課、保険年金
課、こども家庭課、各福祉センター、戸田公

園駅前行政センター、新曽南多世代交流館
（さくらパル）、上戸田地域交流センター（あ
いパル）、笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）で
申込 募集案内に添付の申込書と63円切手を
貼った返信用はがき(2枚)に必要事項を記入
し、まちづくり推進課に郵送（6月 19日消印
有効）または持参　［6月 19日（金）午後5時
1 5分まで］

 まちづくり推進課（内線334）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
下笹目住宅
603号室 笹目8-1 -26 2DK

（50.2㎡） 24,300～ 47,700円 ２人以上世帯

柳原住宅
306号室 新曽980 3DK

（40.6㎡） 12,700～25,000円 ２人以上世帯

後谷住宅
202号室 上戸田3-23-2 3DK

（56.8㎡） 20,000～ 39,300円 ３人以上世帯

『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告の募集

※版下・データは広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 6月 10日（水）までに申込書を政策秘書室へ

 政策秘書室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 8月号、9月号、
1 0月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

戸田市 
ホームページ

7／ 1～ 
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 3枠 1枠 10,000円

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・在学以外の人も参加できます　※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

Word2013基礎 午後
 7／8、15、22の
水曜日 
14：00～ 16：00

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

3,000円
（全3回分）

6／2（火）～
24（水） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 7／8（水）～ 10（金） 
19：00～2 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 7／ 15（水）～ 1 7（金） 
19：00～2 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

7／9、16、23の
木曜日 
10：00～ 12：00

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

◆こわくて楽しい
お話し会

7／ 12（日） 
14：00～15：30 3階音楽室

ちょっとこわい
お話を聞いて
涼しくなろう
（おやつ付き）

小学生以上の
市内在住者、
30人

無料 なし
おはなし
れすとらん 
のみなさん

6／3（水）～
7／7（火）

◆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）

詳しくはお問い合わせください

Toda City Information
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講 室座 ・ 教
起業支援セミナー
とき 7月 1 5日（水）、午後6時30分～8時
30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「起業のための一歩前進セミナー」　
講師 創業・ベンチャー支援センター埼玉　
創業支援アドバイザー　池

いけ
田
だ

 史
ふみ
子
こ
さん

対象・定員 起業に関心のある方、起業後
間もない方、30人
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、起業の有無を記入
して電子メール（keizai@city.toda.sa 
itama.jp）または市ホームページの申込
フォームで　※費用無料。申込順　※状況
により、web配信となる場合があります

 経済政策課（内線395）

女性向け起業支援セミナー
とき 7月 1 4日、2 1日、28日の火曜日（全
3回）、午前9時30分~午後0時30分
ところ 市商工会館2階中会議室
内容 「ビジネスプランセミナー~SAITA 
MA Smile Womenピッチに向けて」
講師 株式会社キャラウィット 上

かみ
岡
おか

 実
み
弥
や
子
こ

さん、行政書士/個人情報保護士 篠
しの
崎
ざき

 亮
りょう
平
へい

さん
対象・定員 起業している女性、起業内容
が決まっている女性で全3回参加できる方、
20人　※市民優先、託児あり（6カ月~未

就学児、3人まで。10日前までに要申込）
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、託児の有無、託児希望の
場合は子の氏名（ふりがな）、年齢、性別を
記入して電子メール（keizai@city.to 
da.saitama.jp）または市ホームページ
の申込フォームで　※費用無料、申込順

 経済政策課（内線395）

就職支援セミナー
◆応募書類対策セミナー
とき 6月29日（月）、午前9時30分~1 1時
30分
ところ 市役所5階大会議室A
内容 好感の持てる応募書類作成セミナー
対象・定員 求職中の方、20人　※託児あ
り（6カ月~未就学児、3人まで。10日前
までに要申込。1歳未満は状況により託児
利用できない場合あり）
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、託児希望の場合は子の氏
名（ふりがな）、年齢、性別を記入して電子
メール（keizai@city.toda.saitama.
jp）または電話で　※費用無料。申込順

 経済政策課（内線395）

就職支援セミナー
◆若者向けセミナー
とき 7月 1 4日（火）、午前9時30分~1 1時
30分
ところ 市役所5階大会議室C
内容 無理せず長く続けられる仕事について
対象・定員 求職中の方、20人　

※保護者同伴可
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、保護者同伴の場合は保護
者の氏名（ふりがな）を記入して電子メール
（keizai@city.toda.saitama.jp）また
は電話で　※費用無料。申込順

 経済政策課（内線397）

就職支援セミナー
◆Word講座
とき 7月 1日（水）、午前9時30分~午後3
時45分　※昼休憩あり
ところ 教育センター3階　教育研究室
内容 パソコンを使用して、Wordの技術
を習得
講師 池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん

対象・定員 パソコンで文章入力ができる
求職中の方、10人　
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入して電子メール（ke 
izai@city.toda.saitama.jp）または
電話で　※費用無料。申込順

 経済政策課（内線397）

障害者のための就労相談会
就職を希望する障害者の皆さんのための相
談会を行います。
とき 6月 19日（金）、午後 1時～4時
ところ 市役所5階大会議室Ａ
支援機関 市障害者就労支援センタ―

 障害福祉課（内線283）

祉作業所もくせい園（戸田市川岸2-4 -8）
へ持参または郵送　※施設見学もできます
ので、お気軽にお問い合わせください

 福祉作業所もくせい園　445-8530

「アツモリ草」保護活動参加者
絶滅危惧種のアツモリ草自生地である三つ
峠にて、アツモリ草の見学会および講演会
を開催します。 
※JMSCA（公益社団法人日本山岳・スポ
ーツクライミング協会）主催
とき 6月20日（土）、2 1日（日）、1泊2日　
※集合：午前6時（戸田駅西口）
ところ 三つ峠（山梨県富士河口湖町）、三
つ峠山荘に宿泊
内容 アツモリ草見学会［現地案内者（三つ
峠山荘・中

なか
村
むら
さん）同行］、作業指導

定員 1 5人　※先着順
費用 1 1 ,000円（宿泊代、保険料、資料
代など）　※交通費は自己負担
説明会 別途参加希望者に連絡
申込 6月 1 2日（金）までに山岳連盟へ

 山岳連盟　岩崎　090-1604 -6848

市営住宅入居者の募集

園駅前行政センター、新曽南多世代交流館
（さくらパル）、上戸田地域交流センター（あ
いパル）、笹目コミュニティセンター（コンパ
ル）で
申込 募集案内に添付の申込書と63円切手を
貼った返信用はがき(2枚)に必要事項を記入
し、まちづくり推進課に郵送（6月 19日消印
有効）または持参　［6月 19日（金）午後5時
1 5分まで］

 まちづくり推進課（内線334）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
下笹目住宅
603号室 笹目8-1 -26 2DK

（50.2㎡） 24,300～ 47,700円 ２人以上世帯

柳原住宅
306号室 新曽980 3DK

（40.6㎡） 12,700～25,000円 ２人以上世帯

後谷住宅
202号室 上戸田3-23-2 3DK

（56.8㎡） 20,000～ 39,300円 ３人以上世帯

『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告の募集

※版下・データは広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 6月 10日（水）までに申込書を政策秘書室へ

 政策秘書室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 8月号、9月号、
1 0月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

戸田市 
ホームページ

7／ 1～ 
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 3枠 1枠 10,000円

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・在学以外の人も参加できます　※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

Word2013基礎 午後
 7／8、15、22の
水曜日 
14：00～ 16：00

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

3,000円
（全3回分）

6／2（火）～
24（水） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 夜 7／8（水）～ 10（金） 
19：00～2 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 7／ 15（水）～ 1 7（金） 
19：00～2 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

7／9、16、23の
木曜日 
10：00～ 12：00

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

◆こわくて楽しい
お話し会

7／ 12（日） 
14：00～15：30 3階音楽室

ちょっとこわい
お話を聞いて
涼しくなろう
（おやつ付き）

小学生以上の
市内在住者、
30人

無料 なし
おはなし
れすとらん 
のみなさん

6／3（水）～
7／7（火）

◆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）

詳しくはお問い合わせください
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ひとり親のためのパソコン教室
とき 7月9日（木）、10日（金）の2日間、午
前 10時30分~午後3時30分
ところ 彩の国すこやかプラザ
内容 仕事に役立つエクセル集計講座初級・
中級編&就業支援セミナー
定員 1 5人　※託児あり（未就学児、無料）
費用 800円（教材費）
申込 6月25日（木）必着で、往復はがきま

たは電子メール（info@saiboren.or. 
jp）で　※詳しくはお問い合わせください

 県母子寡婦福祉連合会　048 -822-
1951

学習支援ボランティア　超入門講座
とき ①6月23日（火）　②6月28日（日）、
午前 10時~1 1時30分
ところ 市内民間学童施設
内容 施設の方のお話を聞いて、ボランテ

ィア活動について学ぶ
対象・定員 学習支援活動に関心のある市民、
各日8人
申込 氏名、電話番号を電話、電子メール
（tomato-staff@todasimin.net）で　
※費用無料。申込順

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 -4444

問い合わせ 上戸田地域交流センター（あいパル）　  229-3133　※臨時休館延長の場合、申し込みは電話のみ
※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

わくわくサイエンス 
「空気の力　揚力って
何だろう」Ａ・Ｂ

7／ 19（日） 
Ａ：13：00～ 14：30 
Ｂ：15：00～ 16：30

飛行機の翼の実験装置を
製作して、科学の不思議
を体験する

Ａ：小学 1 ･2年生（保護
者同伴）、24組
Ｂ：小学3～6年生（3年
生は保護者同伴）、24組

各 1 ,030円

6／5（金）～ 
※申込順、
電話可

あいパルコンサート
vol.20 
「フルートアンサンブルコ
ンサート」

7／ 12 (日) 
14：30～ 15：50

フルートの生合奏を間近
で、ゆったり味わう 市民、50人 1 ,000円

親子で楽しく
「フルートアンサンブル
コンサート」

7／ 12 (日) 
1 1：00～ 1 1：45

キラキラ素敵に輝くフル
ートはどんな音色？ 近く
で聴いてみよう

市民、50人
大人500円、 
子ども（小学生
以下）300円、
1歳未満無料

パパも一緒に
ふれあいタイム

7／ 12（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

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

7／7、14、2 1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

①やさしいヨガ（入門編）
②リフレッシュヨガ

7／6、13、27、8／3、24、31、
9／7、14、28の月曜日（全9回） 
①9：30～ 10：45　② 1 1：00～ 12：15

ゆったりと呼吸をし、体
と心をリフレッシュする 市民、各24人 各5,670円

6／7（日）～ 
※申込順、
電話可

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

7／2（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】
歴史講座Ⅰ

 7／ 1（水）、8（水） 
(全２回)
1 4:00～ 1 5:30

中世の「江戸」と名将・太
おお
田
た

 道
どう
灌
かん
に

ついて学ぶ
市内在住・
在勤・在学者、
1 5人

無料 6／9（火）～

下戸田 スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 1 1（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

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 19（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

親子料理講座 7／ 1 1（土）
10：00～ 1 2：30

親子で楽しく料理のつくり方を
学ぶ
（父親参加大歓迎）

小学生の親子、
8組（16人）

1 ,600円
（教材費・
保険料）

6／ 1 2（金）～ 

【市民大学認定講座】
人権教育講座
《寿大学公開講座》

7／ 16（木）
1 3：30～ 1 5：00

寿大学の公開講座に参加して人権
について学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
20人

無料 6／ 16（火）～

公民館の講座 
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ある文字から時計回りに読むと、国名になるように、空
いているマスに文字を入れましょう。

答えは次のページ（P.1 8）へ

出典：川嶋隆太教授の健康パズルシリーズ『大人の脳活！ おもしろ！ことばパズル』『大人の脳活！ おもしろ！数字パズル』『おもしろ！脳活パズル 1 20日』／学研プラス刊

ちょっと

ブレイク！

とけい文字パズル

四字熟語見つけた

クロスワード
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⑧
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ひとり親のためのパソコン教室
とき 7月9日（木）、10日（金）の2日間、午
前 10時30分~午後3時30分
ところ 彩の国すこやかプラザ
内容 仕事に役立つエクセル集計講座初級・
中級編&就業支援セミナー
定員 1 5人　※託児あり（未就学児、無料）
費用 800円（教材費）
申込 6月25日（木）必着で、往復はがきま

たは電子メール（info@saiboren.or. 
jp）で　※詳しくはお問い合わせください

 県母子寡婦福祉連合会　048 -822-
1951

学習支援ボランティア　超入門講座
とき ①6月23日（火）　②6月28日（日）、
午前 10時~1 1時30分
ところ 市内民間学童施設
内容 施設の方のお話を聞いて、ボランテ

ィア活動について学ぶ
対象・定員 学習支援活動に関心のある市民、
各日8人
申込 氏名、電話番号を電話、電子メール
（tomato-staff@todasimin.net）で　
※費用無料。申込順

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 -4444

問い合わせ 上戸田地域交流センター（あいパル）　  229-3133　※臨時休館延長の場合、申し込みは電話のみ
※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

わくわくサイエンス 
「空気の力　揚力って
何だろう」Ａ・Ｂ

7／ 19（日） 
Ａ：13：00～ 14：30 
Ｂ：15：00～ 16：30

飛行機の翼の実験装置を
製作して、科学の不思議
を体験する

Ａ：小学 1 ･2年生（保護
者同伴）、24組
Ｂ：小学3～6年生（3年
生は保護者同伴）、24組

各 1 ,030円

6／5（金）～ 
※申込順、
電話可

あいパルコンサート
vol.20 
「フルートアンサンブルコ
ンサート」

7／ 12 (日) 
14：30～ 15：50

フルートの生合奏を間近
で、ゆったり味わう 市民、50人 1 ,000円

親子で楽しく
「フルートアンサンブル
コンサート」

7／ 12 (日) 
1 1：00～ 1 1：45

キラキラ素敵に輝くフル
ートはどんな音色？ 近く
で聴いてみよう

市民、50人
大人500円、 
子ども（小学生
以下）300円、
1歳未満無料

パパも一緒に
ふれあいタイム

7／ 12（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

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

7／7、14、2 1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

①やさしいヨガ（入門編）
②リフレッシュヨガ

7／6、13、27、8／3、24、31、
9／7、14、28の月曜日（全9回） 
①9：30～ 10：45　② 1 1：00～ 12：15

ゆったりと呼吸をし、体
と心をリフレッシュする 市民、各24人 各5,670円

6／7（日）～ 
※申込順、
電話可

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

7／2（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】
歴史講座Ⅰ

 7／ 1（水）、8（水） 
(全２回)
1 4:00～ 1 5:30

中世の「江戸」と名将・太
おお
田
た

 道
どう
灌
かん
に

ついて学ぶ
市内在住・
在勤・在学者、
1 5人

無料 6／9（火）～

下戸田 スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 1 1（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

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 19（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

親子料理講座 7／ 1 1（土）
10：00～ 1 2：30

親子で楽しく料理のつくり方を
学ぶ
（父親参加大歓迎）

小学生の親子、
8組（16人）

1 ,600円
（教材費・
保険料）

6／ 1 2（金）～ 

【市民大学認定講座】
人権教育講座
《寿大学公開講座》

7／ 16（木）
1 3：30～ 1 5：00

寿大学の公開講座に参加して人権
について学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
20人

無料 6／ 16（火）～

公民館の講座 
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ある文字から時計回りに読むと、国名になるように、空
いているマスに文字を入れましょう。

答えは次のページ（P.1 8）へ

出典：川嶋隆太教授の健康パズルシリーズ『大人の脳活！ おもしろ！ことばパズル』『大人の脳活！ おもしろ！数字パズル』『おもしろ！脳活パズル 1 20日』／学研プラス刊

ちょっと

ブレイク！

とけい文字パズル

四字熟語見つけた
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ィア活動について学ぶ
対象・定員 学習支援活動に関心のある市民、
各日8人
申込 氏名、電話番号を電話、電子メール
（tomato-staff@todasimin.net）で　
※費用無料。申込順

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 -4444

問い合わせ 上戸田地域交流センター（あいパル）　  229-3133　※臨時休館延長の場合、申し込みは電話のみ
※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

わくわくサイエンス 
「空気の力　揚力って
何だろう」Ａ・Ｂ

7／ 19（日） 
Ａ：13：00～ 14：30 
Ｂ：15：00～ 16：30

飛行機の翼の実験装置を
製作して、科学の不思議
を体験する

Ａ：小学 1 ･2年生（保護
者同伴）、24組
Ｂ：小学3～6年生（3年
生は保護者同伴）、24組

各 1 ,030円

6／5（金）～ 
※申込順、
電話可

あいパルコンサート
vol.20 
「フルートアンサンブルコ
ンサート」

7／ 12 (日) 
14：30～ 15：50

フルートの生合奏を間近
で、ゆったり味わう 市民、50人 1 ,000円

親子で楽しく
「フルートアンサンブル
コンサート」

7／ 12 (日) 
1 1：00～ 1 1：45

キラキラ素敵に輝くフル
ートはどんな音色？ 近く
で聴いてみよう

市民、50人
大人500円、 
子ども（小学生
以下）300円、
1歳未満無料

パパも一緒に
ふれあいタイム

7／ 12（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

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

7／7、14、2 1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

①やさしいヨガ（入門編）
②リフレッシュヨガ

7／6、13、27、8／3、24、31、
9／7、14、28の月曜日（全9回） 
①9：30～ 10：45　② 1 1：00～ 12：15

ゆったりと呼吸をし、体
と心をリフレッシュする 市民、各24人 各5,670円

6／7（日）～ 
※申込順、
電話可

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

7／2（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】
歴史講座Ⅰ

 7／ 1（水）、8（水） 
(全２回)
1 4:00～ 1 5:30

中世の「江戸」と名将・太
おお
田
た

 道
どう
灌
かん
に

ついて学ぶ
市内在住・
在勤・在学者、
1 5人

無料 6／9（火）～

下戸田 スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 1 1（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

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 19（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

親子料理講座 7／ 1 1（土）
10：00～ 1 2：30

親子で楽しく料理のつくり方を
学ぶ
（父親参加大歓迎）

小学生の親子、
8組（16人）

1 ,600円
（教材費・
保険料）

6／ 1 2（金）～ 

【市民大学認定講座】
人権教育講座
《寿大学公開講座》

7／ 16（木）
1 3：30～ 1 5：00

寿大学の公開講座に参加して人権
について学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
20人

無料 6／ 16（火）～
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「おうち時間」が増えている今、

脳トレで頭をリフレッシュさせましょう
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自宅にいる時間が長くなっている今、
気軽にできる脳トレ問題で頭の体操をしてみませんか？

ある文字から時計回りに読むと、国名になるように、空
いているマスに文字を入れましょう。

① ① ②②

「リスト」の漢字をマスにあてはめて、5つの四字熟語をつくりましょう。

【縦のカギ】
①彩湖・道満グリーンパークで楽しめます。使う乗り物のレンタルも可。
②歯を〇〇〇〇って、乗り越えましょう！
③花。高級なものもあり、お祝いなどにもよく贈られます。
④「四面〇〇」。古代中国の、項羽と劉邦の戦いに由来する四字熟語。
⑤英語で車輪のこと。スペルは「wheel」。日本ではホイールと呼ばれるこ
とも多いです。
⑨スモモを英語でいうと……？
⑪イネ科の１年草。五穀の１つ。

【横のカギ】
①戸田市の花で、戸田ヶ原で毎年、春にピンクの花を咲かせる植物。
⑥ある集団・団体において選ばれた、特定の事項について処理を委ねられた
人からなる会。「学級〇〇〇」「組織〇〇〇」
⑦髪の毛をとかしたり、整えたりする道具。
⑧戸田市の姉妹都市である、オーストラリアの都市。
⑩ある兄弟が、ドイツや周辺地域の昔話・民話などを集め、編集した童話集。

クロスワードを埋めて、A～Dの文字を並べて言葉をつくりましょう。

答えは次のページ（P.1 8）へ

隣どうしの を足した数が、下の に入ります。 にあて
はまる数を書きましょう。

出典：川嶋隆太教授の健康パズルシリーズ『大人の脳活！ おもしろ！ことばパズル』『大人の脳活！ おもしろ！数字パズル』『おもしろ！脳活パズル 1 20日』／学研プラス刊

ちょっと

ブレイク！

とけい文字パズル

四字熟語見つけた

クロスワード

ハチの巣パズル
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