
新型コロナウイルス感染症療養など
による国保・後期高齢者医療保険
傷病手当金の支給

国民健康保険および県後期高齢者医療保険
被保険者のうち、給与などの所得のある方
が、新型コロナウイルス感染症に罹患、ま
たは感染の疑いによる療養などにより、一
定以上の給与などの減額があった場合、申
請により傷病手当金を支給します。申請に
は、医療機関などの証明、勤務先からの証

明などが必要です。
申請書類 市ホームページからダウンロー
ド、または電話により郵送
申請受付方法 郵送のみ
対象者 国民健康保険被保険者および県後
期高齢者医療保険被保険者で、給与などの
所得がある方のうち、新型コロナウイルス
感染症に関連した療養により給与などが一
定以上減少した方

 保険年金課（国保：内線278　後期高齢：
内線277）

人材確保や雇用課題の解決支援
市内事業者の事業活動支援のため、次の施
策を行っています。お問い合わせの上、ぜ
ひご利用ください。
内容 ①求人情報サイトへの求人情報無料
掲載　②人材確保力強化セミナーの開催　
③人材確保・人材定着に関する個別相談会　
④転職イベントへの出展支援
※詳しくは市ホームページをご確認くださ
い
とき ①実施中　②第 1回：7月 16日（木）、
第2回：8月6日（木）　※オンライン開催　
③9月下旬　④ 10月9日（金）
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

国民年金保険料の免除・
納付猶予制度
失業など経済的な理由により保険料の納付
が困難な場合、保険料の免除（全部・一部）
または猶予の制度があります。免除などの
期間は原則7月～令和3年6月の 1年間です
が、過去の保険料は2年 1カ月遡っての申
請が可能です。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場合には、通
常より免除申請の判定基準が緩和されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確
認ください。申請書は日本年金機構ホーム
ページで取得できますので、できる限り郵
送（〒330-8580 さいたま市浦和区北浦
和5-5-1　浦和年金事務所宛）による手続
きをご利用ください。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

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。
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お 知 ら せ

戸田マラソン in彩湖2020の中止について

　 1 1月 15日（日）に開催を予定していた第37回戸田マラソン大会「戸田マ
ラソン in彩湖2020」は、新型コロナウイルスの流行を受け、戸田マラソン
大会実行委員会での協議の結果、中止となりました。
　競技コースや送迎バスなどにおける密接・密集状態を避ける対策や、大会
を支えていただくボランティアスタッフの安全管理体制を確保することが難
しく、大会に関係する方々の安全を第一に考え、やむを得ず中止を決定しま
した。
　なお、令和3年度の大会については、開催日が決定次第お知らせします。

 戸田マラソン大会実行委員会事務局［文化スポーツ課内］（内線376）
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《今月の納税》
国民健康保険税…第 1期分
固定資産税・都市計画税…第2期分
納期限は、7月31日（金）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」「PayB
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 7月5日（日）、8月2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）

農薬の適正使用
農薬は、使用方法や注意事項を遵守し、本
来の目的以外で使用しないでください。散
布量は最低限にし、農薬を散布するときは、
事前に周辺住民などに周知するとともに、
風向やほかの作物への飛散に十分注意し、
事故防止に努めてください。また、誤飲な
どの事故を防止するため、保管の際は施錠
するなどし、安全を考慮してください。農
薬の廃棄は専門業者に委託するなど、責任
を持って処分してください。

 県農産物安全課　048 -830-4053

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
押し入れ収納ラック、ベビージム、ベ
ビーラック、石油ストーブ、スーツケース、
子ども靴（男児、130cm）、ベビー布団、
健康器具
● ゆずってください
子ども用自転車（女児用 18インチ）、子
ども用紙おむつ（SまたはMサイズ）、
足こぎ自転車、学習机・いす、笹目幼
稚園制服、ベビーベッド、子ども服（男
児、100cm以上）、車いす、座いす
※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）

後期高齢者医療の保険証などの
送付・保険料率の改定

7月中旬に次の①～③の後期高齢者医療に
関連する書類をそれぞれ発送します。
①保険証：被保険者全員に簡易書留で郵送
します。
②限度額適用認定証、限度額適用・標準負
担額減額認定証：前年度からの継続更新対
象者に普通郵便で郵送します。
③保険料納付通知書：被保険者全員に、普
通郵便で郵送します。
※保険料は2年に一度、県単位で見直しさ
れます。令和2年度は次のとおり改訂され
ました

保険料率の改定 令和元年度 令和2・3年度

所得割率 7.86％ 7.96％

賦課限度額 62万円 64万円

また、均等割額の低所得者軽減（5割・2割）
の適用範囲を拡大した上で、軽減特例割合
を変更しました。詳しくは納付通知書に同
封の「保険料のしおり」をご確認ください。

 保険年金課（内線277）

持続化給付金申請サポート
とき 7月3日（金）～ 10日（金）、午前9時～
午後5時　※最終日は午後3時まで
ところ 商工会館3階会議室
内容 電子申請が困難な、持続化給付金の
対象者（インターネットへのアクセスなど
ができない方）への申請データ入力～電子
申請登録サポート対応
参加方法 予約制　※ 1日最大20人程度の
予約対応を予定
予約方法 事前予約（商工会）：441 -261 7、
開催期間中：080-4454 -5148または直
接会場へ

 商工会　441 -261 7

スポーツセンター休場日
7月8日（水）は定期休場日、2 1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

分譲マンション実態調査の実施
期間（予定） 対象地域（予定）

令和2年7月～
令和3年3月

上戸田、下戸田、本町、
中町、南町、下前、
川岸、喜沢、喜沢南

令和3年7月～
令和4年3月

大字新曽、新曽南、
氷川町、笹目、
笹目北町、笹目南町、
大字下笹目、美女木、
美女木東、大字美女木

※調査対象は分譲マンション（区分所有物
件）であり、賃貸マンションやアパートな

どは対象となりません。実施期間および対
象地域は変更になる場合があります
調査内容 市の委託業者が分譲マンション
の管理組合などを訪問し、許可を得てから
建物の外観調査を行い、管理組合などに対
してアンケート調査票を配布します。
※本調査は、分譲マンションの建物の状態
や管理組合の活動状況などを調査すること
が目的で、居住者の個人情報は調べません

 まちづくり推進課（内線334）

7月1日（水）〜8月31日（月）は
夏期食中毒防止対策月間です
夏期は、細菌による食中毒が発生しやすく
なります。生や加熱不十分の肉、加熱せず
に提供される生野菜、果物の洗浄不足によ
る食中毒に注意しましょう。肉は中心部ま
で十分に加熱（中心温度75℃、1分間以上）
し、生野菜、果物はよく洗浄して食べまし
ょう。

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

レジ袋有料化
7月 1日（水）より、全国でプラスチック製
買物袋（レジ袋）の有料化が始まります。マ
イバッグ、エコバッグを用意するなど、ご
協力をお願いします。

 レジ袋の有料化に関する相談窓口　
0570-0801 80（消費者向け）
0570-000930（事業者向け）

優良運転者表彰
10月 1 7日（土）に新曽南多世代交流館（さ
くらパル）で開催される「蕨・戸田地区交通
安全運転者・ポスター・作文優秀者等表彰
式」では、とだわらび交通安全協会に入会
し、日頃、安全運転に努めている無事故・無
違反の優良運転者を自薦により表彰します。
対象 蕨警察署（とだわらび交通安全協会）
管内在住で、協会の加入者。次の各年の運
転経歴を有し、その間、無事故・無違反の
方（「5年」「10年」「15年」「20年」「25年」
「30年」「35年」「40年以上」）
申込 7月 1日（水）～9月4日（金）、午前8
時30分～午後5時 1 5分に、優良運転者表
彰申請書 1通（協会窓口に用意してありま
す）、無事故無違反証明書 1通、とだわらび
交通安全協会会員証、運転免許証を持参　
※土・日曜日、祝日を除く

 とだわらび交通安全協会事務局（蕨警察
署内）　048 -445-1 779

夏休み地域児童クラブを運営しませんか
市では、夏休みに地域児童クラブを自主運
営される団体に助成を行います。
助成団体数 1団体

助成額 1団体・上限 10万円
［助成の条件］
事業実施期間 夏休み期間中
実施場所 安全に保育できる一定の施設が
確保できること
対象児童 市内在住の小学生で留守家庭児
童
活動日数 おおむね 10日以上
活動時間 おおむね 1日4時間以上
児童数 おおむね 10人以上
指導者数 事業遂行に必要な人員が確保で
きること
申込 7月 10日（金）まで　※申込に必要な
書類は市ホームページで取得可

 児童青少年課（内線689）

戸田都市計画用途地域等の変更
に係る公聴会ほか
美女木東一丁目地区における用途地域、高
度地区、防火地域および準防火地域の変更
に際し、都市計画案を作成するための公聴
会の開催や都市計画原案の閲覧を実施して
います。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
◆公聴会
とき 8月6日（木）、午後2時～
ところ 市役所5階大会議室
◆公聴会の公述希望者
申込 7月 1 5日（水）必着で、公述申出書を
都市計画課都市創造担当（〒335-8588 
上戸田 1 -1 8 -1）へ郵送または持参
※希望者多数の場合、公述人を選定します。
希望者がいない場合は中止
◆都市計画原案の閲覧
とき 7月 1 5日（水）まで、午前8時30分～
午後5時 1 5分（土・日曜日を除く）
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線324）
北戸田駅

国道
298
号線

南稜高校 芦原小学校
笹
目
川

北部公園

対象となる区域

市職員採用試験
試験概要・申込方法など、
詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

 人事課（内線510、51 1）
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《今月の納税》
国民健康保険税…第 1期分
固定資産税・都市計画税…第2期分
納期限は、7月31日（金）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」「PayB
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 7月5日（日）、8月2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）

農薬の適正使用
農薬は、使用方法や注意事項を遵守し、本
来の目的以外で使用しないでください。散
布量は最低限にし、農薬を散布するときは、
事前に周辺住民などに周知するとともに、
風向やほかの作物への飛散に十分注意し、
事故防止に努めてください。また、誤飲な
どの事故を防止するため、保管の際は施錠
するなどし、安全を考慮してください。農
薬の廃棄は専門業者に委託するなど、責任
を持って処分してください。

 県農産物安全課　048 -830-4053

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
押し入れ収納ラック、ベビージム、ベ
ビーラック、石油ストーブ、スーツケース、
子ども靴（男児、130cm）、ベビー布団、
健康器具
● ゆずってください
子ども用自転車（女児用 18インチ）、子
ども用紙おむつ（SまたはMサイズ）、
足こぎ自転車、学習机・いす、笹目幼
稚園制服、ベビーベッド、子ども服（男
児、100cm以上）、車いす、座いす
※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）

毎月第 1日曜日（1月を除く）に弁護
士による無料の法律相談を実施してい
ますので、ご利用ください。
とき 8月2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31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）

8月の日曜法律相談

全ての食品関係事業者の皆さんへ
食品衛生法の改正により、令和3年5月末
日までに、全ての食品関係施設に「ＨＡＣ
ＣＰに沿った衛生管理」の導入が義務化さ
れました。ＨＡＣＣＰは　①衛生管理計画
の作成　②計画の実行　③記録の作成・確
認の方法で実施します。実施についての相
談は県南部保健所までお願いします。

 県南部保健所 048 -262-61 1 1

イ ベ ン ト
おうちで体験『まがたまづくり』
とき 7月26日（日）、午前 10時～午後4時
頒布
ところ 郷土博物館3階講座室
内容 おうちでつくることができるまがた
まキットを頒布
対象・定員 小学生以上、50セット
費用 300円（材料費）
申込 7月5日（日）午前 10時～、電話で
※申込順。受け渡し時間は申込時にお知ら
せします。費用は当日支払い

 郷土博物館　443-5600

TODAファイナンシャルセミナー
とき 7月25日（土）、午後 1時30分～3時
30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 不況になってもお金を上手に育てる
たった3つのポイントとは？
対象・定員 市内在住・在学・在勤者、先
着20人　※入場無料。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 特定非営利活動法人JCPFPに電話
（048 -851 -5301）で

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　

229-1061

身体障害者対象サロン「藍染体験」
とき 8月2 1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
実習室ほか
内容 ハンカチの藍染体験
対象・定員 身体障害者、4人
費用 500円
申込 8月 1 4日（金）まで　
※申込順、電話可。手話通訳や要約筆記が
必要な方は、事前にFAX（048 -441 -50 
31）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

市民体育祭　剣道大会
とき 9月20日（日）　※時間は市剣道連盟
ホームページをご覧ください
ところ スポーツセンター第一競技場
内容 年代別個人戦
対象 スポーツ傷害保険に加入している市
内在住・在勤・在学者　※競技中のけがに
ついては応急手当のみ行います
費用 500円
申込 市剣道連盟ホームページより申込書
を取得し、7月31日（金）までに提出　
※中止の場合は市剣道連盟ホームページで
発表します

 市剣道連盟事務局　小川　445-8132

市民体育祭　テニス大会
とき 男女ダブルス：9月6日（日）、男女シ
ングルス：9月 1 3日（日）
ところ 彩湖・道満グリーンパークテニスコ
ート
対象 中学生以上でセルフジャッジができ
る市内在住・在勤・在学者　※ダブルス参
加者は、両名とも。参加クラスはご相談く
ださい
費用 シングルス（1名）、ダブルス（１組２
名）共に2,500円　※振込先や時期など、
詳しくは市テニス協会ホームページをご確
認ください。中止の場合は、費用は必要経
費を引いて返却します
申込 7月8日（水）～ 1 4日（火）に参加種目、
氏名、住所（在勤・在学者は勤務・通学先
所在地と名称）、電話番号、性別を記載し
た紙と振込用紙控えを同封の上、郵送（戸
田市テニス協会 〒335-8799 蕨市中央
5-8 -2 1蕨郵便局留）で

 市テニス協会　横山　090-7427-
0653

笹目川で川あそび・魚とり
とき 8月2日（日）、午前 10時～　
※雨天中止

助成額 1団体・上限 10万円
［助成の条件］
事業実施期間 夏休み期間中
実施場所 安全に保育できる一定の施設が
確保できること
対象児童 市内在住の小学生で留守家庭児
童
活動日数 おおむね 10日以上
活動時間 おおむね 1日4時間以上
児童数 おおむね 10人以上
指導者数 事業遂行に必要な人員が確保で
きること
申込 7月 10日（金）まで　※申込に必要な
書類は市ホームページで取得可

 児童青少年課（内線689）

戸田都市計画用途地域等の変更
に係る公聴会ほか
美女木東一丁目地区における用途地域、高
度地区、防火地域および準防火地域の変更
に際し、都市計画案を作成するための公聴
会の開催や都市計画原案の閲覧を実施して
います。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
◆公聴会
とき 8月6日（木）、午後2時～
ところ 市役所5階大会議室
◆公聴会の公述希望者
申込 7月 1 5日（水）必着で、公述申出書を
都市計画課都市創造担当（〒335-8588 
上戸田 1 -1 8 -1）へ郵送または持参
※希望者多数の場合、公述人を選定します。
希望者がいない場合は中止
◆都市計画原案の閲覧
とき 7月 1 5日（水）まで、午前8時30分～
午後5時 1 5分（土・日曜日を除く）
ところ 市役所3階都市計画課

 都市計画課（内線324）

北戸田駅

国道
298
号線

南稜高校 芦原小学校
笹
目
川

北部公園

対象となる区域

市職員採用試験
試験概要・申込方法など、
詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

 人事課（内線510、51 1）
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ところ 水辺公園橋の水辺デッキ
内容 みんなで魚とりや川あそびをする
※トイレあり、更衣室なし
持ち物 帽子、脱げない靴（ケガ防止のた
め）、飲み物、魚とり用具、タオルなど

 戸田の川を考える会　大石　442-2276

Toda City Information
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図書館・彩湖自然学習センター（みどりパル）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

7／ 1（水）、8（水）、 
1 1（土）、15（水）、18（土）、 
22（水）、29（水） 
15：30～16：00

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、10人

無料 視聴覚室 当日先着順おはなしの部屋
7／25（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、10人

子供向けレファレンス講座 
「本を使ってしらべてみよう！」

7／26（日）　
8／23（日） 
13：30～15：00 
※両日とも同じ内容

百科事典や図鑑を使って簡単な
調べものにチャレンジする

小学3年生以上、
5人

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

7／ 19（日） 
1 3：00～ 1 4：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなしなど

小学生、 
5人

無料

和室（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）

7／7、1 4、2 1、28の
火曜日 
1 5：00～ 1 5：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなしなど

未就学児、 
5人

おはなしの森
7／ 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、5人

パルシアター 7／5（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『自然なぜなに？DVD
図鑑１　カブトムシ』 誰でも、1 2人 研修室

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

彩湖☆わくわく2Days

8／ 1（土）、2（日）
10：1 5～ 1 1：00
1 1：1 5～ 1 2：00
13：1 5～ 1 4：00
14：1 5～ 1 5：00
15：1 5～ 16：00

ワークショップを多数開催
※詳しくはホームページで紹介 誰でも、各 1 0人 無料

彩湖自然学習セン
ター

7／25（土）～
電話可

夜のいきものたち
8／ 1 5（土）
1 8：30～2 1：00
※雨天中止

彩湖周辺の生きものたちを観察
する

誰でも、20人　
※小学生以下は保
護者同伴 1 00円

（教材費・
保険料）

7／ 1 5（水）～ 
電話可

【市民大学認定講座】
星空観察会「夏の星空」

8／29（土）
1 8：30～20：30

星のソムリエの解説を聞きながら
彩湖からの星空を楽しむ
※雨天時は内容を変更して実施
します

誰でも、20人
※小学生以下は保
護者同伴

7／29（水）～
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 9：00～20：00（土・日曜日、祝日は 1 8：00まで）
　上戸田分館 442-1 2 1 1 9：00～2 1：30
　彩湖自然学習センター
　（みどりパル） 

422-999 1 10：00～ 16：30

※7月26日（日）に予定していた「スズムシ」配布は、スズムシの成育不良のため、中止になりました

募 集
「福祉作業所ゆうゆう」および
「福祉作業所かがやき」指定管理者
「福祉作業所ゆうゆう」および「福祉作業所
かがやき」の指定管理者を募集します。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月7日（火）～8月 1 1日（火）
※募集要項は、7月 1日（水）から障害福祉
課窓口、または市ホームページで取得可
障害福祉課（内線297）

「心身障害者福祉センター」および
「福祉作業所もくせい園」指定管理者
「心身障害者福祉センター」および「福祉作
業所もくせい園」の指定管理者を募集しま
す。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月7日（火）～8月 1 1日（火）
※募集要項は、7月 1日（水）から障害福祉
課窓口または市ホームページで取得可
障害福祉課（内線297）

「児童センタープリムローズ」
指定管理者
期間満了に伴い、指定管理者を募集します。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月8日（水）～8月 1 1日（火）
※募集要項は、7月8日（水）から児童青少
年課窓口または市ホームページで取得可
児童青少年課（内線669）

福祉作業所もくせい園パート職員
（補助支援員）
募集人数 1人
資格 普通自動車運転免許
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）への食事介助、排泄介
助、作業やレクリエーションの支援、送迎
車運転
雇用期間 採用日～令和3年3月31日（勤務
状況により更新あり）
勤務日時 火、木曜日（週2日）、午前8時
30分～午後4時　※休憩 1時間
賃金 時給990円
加入保険 労災保険
選考方法 書類審査および面接
申込 履歴書および運転免許証の写しを持
参　※郵送可。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
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※おはなしの部屋は中止になりました
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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

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

7／ 1（水）、8（水）、 
1 1（土）、15（水）、18（土）、 
22（水）、29（水） 
15：30～16：00

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、10人

無料 視聴覚室 当日先着順おはなしの部屋
7／25（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、10人

子供向けレファレンス講座 
「本を使ってしらべてみよう！」

7／26（日）　 
8／23（日） 
13：30～15：00 
※両日とも同じ内容

百科事典や図鑑を使って簡単な
調べものにチャレンジする

小学3年生以上、
5人

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

7／ 19（日） 
1 3：00～ 1 4：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなしなど

小学生、 
5人

無料

和室（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）

7／7、1 4、2 1、28の
火曜日 
1 5：00～ 1 5：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなしなど

未就学児、 
5人

おはなしの森
7／ 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、5人

パルシアター 7／5（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『自然なぜなに？DVD
図鑑１　カブトムシ』 誰でも、1 2人 研修室

（あいパル3階）

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

彩湖☆わくわく2Days

8／ 1（土）、2（日）
10：1 5～ 1 1：00
1 1：1 5～ 1 2：00
13：1 5～ 1 4：00
14：1 5～ 1 5：00
15：1 5～ 16：00

ワークショップを多数開催
※詳しくはホームページで紹介 誰でも、各 1 0人 無料

彩湖自然学習セン
ター

7／25（土）～
電話可

夜のいきものたち
8／ 1 5（土）
1 8：30～2 1：00
※雨天中止

彩湖周辺の生きものたちを観察
する

誰でも、20人　
※小学生以下は保
護者同伴 1 00円

（教材費・
保険料）

7／ 1 5（水）～ 
電話可

【市民大学認定講座】
星空観察会「夏の星空」

8／29（土）
1 8：30～20：30

星のソムリエの解説を聞きながら
彩湖からの星空を楽しむ
※雨天時は内容を変更して実施
します

誰でも、20人
※小学生以下は保
護者同伴

7／29（水）～
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 9：00～20：00（土・日曜日、祝日は 1 8：00まで）
　上戸田分館  442-1 2 1 1 9：00～2 1：30
　彩湖自然学習センター
　（みどりパル） 

 422-999 1 10：00～ 16：30

※7月26日（日）に予定していた「スズムシ」配布は、スズムシの成育不良のため、中止になりました

募 集
「福祉作業所ゆうゆう」および
「福祉作業所かがやき」指定管理者
「福祉作業所ゆうゆう」および「福祉作業所
かがやき」の指定管理者を募集します。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月7日（火）～8月 1 1日（火）　
※募集要項は、7月 1日（水）から障害福祉
課窓口、または市ホームページで取得可

 障害福祉課（内線297）

「心身障害者福祉センター」および
「福祉作業所もくせい園」指定管理者
「心身障害者福祉センター」および「福祉作
業所もくせい園」の指定管理者を募集しま
す。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月7日（火）～8月 1 1日（火）
※募集要項は、7月 1日（水）から障害福祉
課窓口または市ホームページで取得可

 障害福祉課（内線297）

「児童センタープリムローズ」
指定管理者
期間満了に伴い、指定管理者を募集します。
指定管理期間 令和3年4月 1日～令和8年3
月31日（5年間）
申込 7月8日（水）～8月 1 1日（火）　
※募集要項は、7月8日（水）から児童青少
年課窓口または市ホームページで取得可

 児童青少年課（内線669）

福祉作業所もくせい園パート職員
（補助支援員）
募集人数 1人
資格 普通自動車運転免許
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）への食事介助、排泄介
助、作業やレクリエーションの支援、送迎
車運転
雇用期間 採用日～令和3年3月31日（勤務
状況により更新あり）
勤務日時 火、木曜日（週2日）、午前8時
30分～午後4時　※休憩 1時間
賃金 時給990円
加入保険 労災保険
選考方法 書類審査および面接
申込 履歴書および運転免許証の写しを持
参　※郵送可。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

令和3年度学童保育室実施の
民間事業者
市内で学童保育室を運営し、補助金の交付
条件を満たした民間事業者に、運営費補助
金を予算の範囲内で交付しています。
募集地域 戸田第二小学校、新曽小学校、
戸田南小学校、芦原小学校の近隣地域　
※補助金額や交付条件などの詳細について
は、市ホームページをご確認ください
申込 7月 1日（水）～ 1 4日（火）　
※希望される事業者は、事前に児童青少年
課までご相談ください

 児童青少年課（内線455）

シルバー人材センター会員
とき  ①7月7日（火）、午後2時～4時　 

②7月8日（水）、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 原則60歳以上で健康な市民、各回
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

8／ 1（土）
10：00～ 1 1：30 ボランティア・

市民活動支援
センター8／29（土）

10：00～ 1 1：30

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
就職支援セミナー
対人能力を高めよう
とき 8月 1 8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Ｂ
内容 他者との付き合い上手を目指す
対象・定員 求職者、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397）

心身障害児対象「音楽教室」
とき 8月27日（木）～令和3年3月25日（木）、
全2 1回
【小学生コース】午後4時～4時30分　【中
学生コース】午後4時45分～5時25分
ところ 心身障害者福祉センター
内容 季節の歌やJ-POP、動きとリズム、
ベル演奏や打楽器の即興演奏など
対象・定員 心身障害児（小学生、中学生）、
各コース若干名
申込 7月 1日（水）から受付　※申込順、電
話可

 心身障害者福祉センター　445-1 828
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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：9：00～17：15　 ※講座申込の初日は10：00～。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）、8／6（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

【夏休み
こども体験講座１】
子どもマジック

8／4（火）
10：00～ 1 2：00

楽しい手品を習って、
家族に見せよう

小学3年生
以上、6人

500円
（教材費・
保険料）

7／ 1 4（火）～
【夏休み
こども体験講座２】
子ども工作教室

8／5（水）
10：00～ 1 2：00

牛乳パックとペットボトルを
使って、小物をつくる

50円
（保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 1 1（土）、8／8（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

絵本の読み聞かせ
広場

7／ 1 1（土）
毎月第２土曜日
10：30～ 1 1：30
7／28（火）
10：30～ 1 1：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居・
簡単な工作・折り紙など
（途中入退場可）

幼児・小学生・
保護者 当日随時受付

夏休み
子どもの水彩画教室

8／ 19（水）、8／20（木）
10：00～ 1 2：00 夏休みの思い出を水彩画で描く 小学3～6年生、

20人
100円
（保険料） 7／9（木）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 19（日）、8／ 16（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

※延期になっていた
講座の開催
【市民大学認定講座】
ヨガ入門講座
（初級編）

8／22～9／ 1 2の
毎週土曜日（全4回）
10：00～ 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） 7／ 16（木）～

夏休み製作講座
「ポーセラーツ」

8／ 1（土）
1 3：30～ 1 5：00

夏休み製作。白い陶器にシール感
覚で使える転写紙（柄）を貼り付け、
親子で世界にひとつだけのオリジ
ナル食器をつくる
※作品の受け渡しは約１週間後

年少～
小学6年生の
親子、10組

1組
2,100円
（教材費・
保険料）

7／9（木）～

【市民大学認定講座】
スマホでSNS入門・
体験コース

8／28（金）
1 3：00～ 16：00

SNSの概要や、トラブルに巻き込
まれない注意点を学ぶ
実際にFacebookとInstagram
を体験し、基本的な使い方を学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
20人

1 ,000円
（教材費） 7／2 1（火）～

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　
※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 午後
 8／5、12、19の
水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース 
3 ,000円

7／2（木）～
26（日） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 夜 8／5（水）～7（金） 
19：00～2 1：00

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

Power Point2013 午前
8／6、13、20の
木曜日 
10：00～ 12：00

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

◆夏休み体験
「カローリングを
楽しもう」

8／2（日）
10：00～12：00

1階
多目的ホール

夏休みの思い出に
新しいスポーツを
体験しよう

市内在住の
小学生、12人 無料

マスク、
タオル、
飲み物、
上履き

市レクリエ
ーション
協会

7／2（木）～
27（月）

◆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

問い合わせ 上戸田地域交流センター（あいパル）　  229-3133
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります
※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　
※そのほかの講座は、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

夏休み書道教室 8／ 1（土）、3（月）、6（木）
10：00～ 1 1：30

筆の使い方や字を書く
コツを楽しく学ぶ

小学3～6年生、
各回 12人 800円

7／5（日）～ 
※申込順、
電話可

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

8／4、1 1、18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 10組 各700円

体幹筋トレ＆
ソフトエアロ

8／4・18・25、9／ 1・8・15・29の
火曜日（全7回） 
19：15～20：30

生活に必要な筋力アップ
と体の柔軟性を引き出す 30歳以上の市民、20人 3,7 10円

（保険料含む）
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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：9：00～17：15　 ※講座申込の初日は10：00～。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）、8／6（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

【夏休み
こども体験講座１】
子どもマジック

8／4（火）
10：00～ 1 2：00

楽しい手品を習って、
家族に見せよう

小学3年生
以上、6人

500円
（教材費・
保険料）

7／ 1 4（火）～
【夏休み
こども体験講座２】
子ども工作教室

8／5（水）
10：00～ 1 2：00

牛乳パックとペットボトルを
使って、小物をつくる

50円
（保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 1 1（土）、8／8（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

絵本の読み聞かせ
広場

7／ 1 1（土）
毎月第２土曜日
10：30～ 1 1：30
7／28（火）
10：30～ 1 1：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居・
簡単な工作・折り紙など
（途中入退場可）

幼児・小学生・
保護者 当日随時受付

夏休み
子どもの水彩画教室

8／ 19（水）、8／20（木）
10：00～ 1 2：00 夏休みの思い出を水彩画で描く 小学3～6年生、

20人
100円
（保険料） 7／9（木）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

7／ 19（日）、8／ 16（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
※混雑状況により受付
を終了する場合あり

※延期になっていた
講座の開催
【市民大学認定講座】
ヨガ入門講座
（初級編）

8／22～9／ 1 2の
毎週土曜日（全4回）
10：00～ 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） 7／ 16（木）～

夏休み製作講座
「ポーセラーツ」

8／ 1（土）
1 3：30～ 1 5：00

夏休み製作。白い陶器にシール感
覚で使える転写紙（柄）を貼り付け、
親子で世界にひとつだけのオリジ
ナル食器をつくる
※作品の受け渡しは約１週間後

年少～
小学6年生の
親子、10組

1組
2,100円
（教材費・
保険料）

7／9（木）～

【市民大学認定講座】
スマホでSNS入門・
体験コース

8／28（金）
1 3：00～ 16：00

SNSの概要や、トラブルに巻き込
まれない注意点を学ぶ
実際にFacebookとInstagram
を体験し、基本的な使い方を学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
20人

1 ,000円
（教材費） 7／2 1（火）～

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　
※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 午後
 8／5、12、19の
水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース 
3 ,000円

7／2（木）～
26（日） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 夜 8／5（水）～7（金） 
19：00～2 1：00

飾り文字を使った
見映えのする文書
作成

Power Point2013 午前
8／6、13、20の
木曜日 
10：00～ 12：00

プレゼンテーショ
ンの基礎を学ぼう

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

◆夏休み体験
「カローリングを
楽しもう」

8／2（日）
10：00～12：00

1階
多目的ホール

夏休みの思い出に
新しいスポーツを
体験しよう

市内在住の
小学生、12人 無料

マスク、
タオル、
飲み物、
上履き

市レクリエ
ーション
協会

7／2（木）～
27（月）

◆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

問い合わせ 上戸田地域交流センター（あいパル）　  229-3133
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります
※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　
※そのほかの講座は、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

夏休み書道教室 8／ 1（土）、3（月）、6（木）
10：00～ 1 1：30

筆の使い方や字を書く
コツを楽しく学ぶ

小学3～6年生、
各回 12人 800円

7／5（日）～ 
※申込順、
電話可

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

8／4、1 1、18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 10組 各700円

体幹筋トレ＆
ソフトエアロ

8／4・18・25、9／ 1・8・15・29の
火曜日（全7回） 
19：15～20：30

生活に必要な筋力アップ
と体の柔軟性を引き出す 30歳以上の市民、20人 3,7 10円

（保険料含む）
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