市長が市内のさまざまな場所を取材し、紹介するコーナーです。
市長が全力で市内を巡り、皆さんの声を聴き、キラリと輝く戸田の宝を発掘します。

番外編

「＃Stay Home 戸田」

～おうちで食べようプロジェクト～参加事業者

「＃ Stay Home 戸田」を活用しよう！
今回は、
「＃ Stay Home 戸田」プロジェクトに参

AndamanBlueTodaさん

加し、テイクアウトやデリバリーサービスを取り入れ
ている飲食店を紹介します。市長もランチの時間に参
加店の料理を楽しみながら、
「Stay Home」に協力
する市内飲食店を応援しています。魅力的な料理がた
くさんありますので、市民の皆さんもぜひご活用くだ
さい。
市長も全力で応援します！

かふぇ ふりゅいさん

新型コロナウイルスが地域経済に大変大きな影響を与え
ている中でも、飲食店の皆さんは笑顔で料理を提供して
くださいました。その笑顔に私も元気をもらいました。ぜ
ひ、今後とも市民が喜ぶサービスを続けていただきたい
と思いますし、私も積極的に応援していきます。

Pizzeria Ohsakiさん

最新情報は
スマートフォン
向けアプリを
ご確認ください。

プロジェクト実施事業者一覧（6 月 11 日現在：42 店舗）
店舗名

所在地

電話番号

店舗名

所在地

電話番号

ひまわり DELI

喜沢 1-6-34

070-4293-6086

初代炙り家 弌

本町 5-12-30

431-9898

Mina cafe

喜沢 1-28-2 1 階

050-5375-4708

SABO cafe

南町 8-29

271-9500

キッチン岡田

喜沢 2-41-10

442-9871

四季のおばんざいファオ

上戸田 1-17-10 1 階 4 32- 5110

食い処呑み処 ぽんぽこ

喜沢南 1-8-15
角ビル 1- Ｃ

229-8610

上戸田松栄庵

上戸田 1-20-13

444-8888

スープカリー シーエス

下戸田 2-11-5

2 12-7087

T.K.Burgers Cafe

上戸田 2-23-6

446-6610

Pizzeria Ohsaki

下戸田 2-24-23

446-0300

You'sDeli

上戸田 2-34-12

441-2823

上戸田 3-7-16

2 18 -23 14

炭火焼肉 牛一坊

下前 1-8-19
中野第 3 ビル 2 階

麺笑コムギの夢

4 3 2-9751

うな仁

上戸田 4-7-21

443-8530

本町 1-3-17

235-6335

居酒屋都

上戸田 5-19-6

433-8339

Eggcafe Amber

本町 1-3-20

431-3722

おむすび cafe ころりん

新曽 30-3
サンペイビル 1 階

420-9552

すし源

本町 1-3-21

442-5189

Grill & Bar Bu Barbec

278-3015

ITALIAN BAMBOO

本町 1-10-7

4 41-7837

新曽 187-1
細野ハイツ 101

新函館市場 戸田駅前店

新曽 351-1

446-6769

yumicafe

本町 1-10-13
三友ビル 1 階

080-4293-1013

ホルモン焼 福

新曽 894-3

27 1-9255

O'VAL

本町 1-10-13

278-9406

299-6534

ダンデライオン

本町 1-11-11

432-0404

ガーリック

本町 1-21-18

229-0085

HEYCOFFEE

本町 1-25-21

494-6791

ピザダイニング Days

本町 2-6-15

452-4408

中華キッチン Taka

本町 4-9-25 1 階

229-2287

RISA ！ RISA ！

本町 4-11-14

445-5441

ポポラマーマ戸田公園店

本町 4-15-1

432-0610

ヤニマヤ

本町 4-17-8

229-2545

リゾート肉バル

AndamanBlueToda

Le copain（ル コパン）

新曽 1003

じゅうべい

新曽 1086 １階

4 41-997 1

木曽路 戸田店

新曽 1725

430-6040

山海れすとらん大地

新曽 2187

442-3190

上海料理 華苑

新曽南 1-1-26

433-3008

さくら屋

笹目 2-18-11

422-0570

かふぇ ふりゅい

笹目 3-16-10

4 2 1 -1 1 4 8

割烹 福水

笹目 4-33-10

42 1-9561

参加事業者を募集中です！ 7 月 15 日（水）までに参加していただければ、補助金などの特典があります。詳しくは P.6 をご覧ください。
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第

5 回 家族で楽しめる穴場スポットへ行こう！
自宅で退屈そうにしている息子が突然、金

釣り初心者のはずのパパもなぜか興味を持

魚を飼いたいと言い始めた。金魚なんて夏

ち始め、
「子どもたちにいいところを見せた

祭りの屋台以外で手に入れる術を知らない

い」
という見栄だけのために早速釣りのノウ

上、苦労してすくった金魚も3日以上生き

ハウを懸命に調べている（その労力をぜひ

ていたためしがない。それでもどうしても

普段の家事に生かしてほしい）
。そもそも

飼いたいと言うので、戸田で金魚を入手で

金魚は「すくう」ものだとばかり思っていた

きるところを探してみると、知る人ぞ知る

私の固定概念も一気に覆され、もはや興味

密かな人気スポットがあるらしい。なんと

しか湧かない「金魚釣り」
。いざ、初体験！

そこでは「金魚釣り」ができるというのだ！

戸田市の憩いの穴場スポットはここ！

道満河岸つり場（金魚つり場）
【施設データ】
住所：戸田市大字重瀬745

電話番号：048 - 42 1 -0278

定休日：毎月第2、4 月曜日
（祝日の場合は翌日）
料金：大人840 円、
子ども（中学生以下）420 円
※釣具込み

アットホームな雰囲気で子どもや初心者も気軽に楽し

める、市民憩いの釣り場です。金魚の大きさは 1 0 cm

ほどもあり、釣りの楽しみが味わえます。子どものみ、
釣れた金魚の中から2 匹の持ち帰りが可能！ さらに本

格的な釣りが楽しめる「へら鮒 つり場」も隣接してお
り、老若男女で賑わいます（※要釣具持参）
。

イラストレーター

アライヨウコ

有料広告に関する問い合わせは政策秘書室︵内線423 ︶
へ

このコーナーは有料広告を3 カ月ごとに掲載しています︒
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金魚つり場は、
時間無制限で、
料金には竿や
エサ代まで含

まれているので手ぶらで 1 日
楽しめます。受付では、 1 0

回分の値段で 1 1 回分の利用
券が付いた、お得な回数券

も販売中。
※新型コロナウイルスの影響により、
営業時間などが変更になる場合が
あります。ご利用の際は、十分に
距離をとってお楽しみください

埼玉県民。イラストレーター。小学生男子 2 児の母。家事に仕事に育児に毎日バタバタ過ごしています。
釣り堀で釣ったタナゴを家で飼っています。毎日エサをあげて可愛がっていますが、名前はまだなく「魚！」と呼んでいます。

広告

広告

広告

戸田の
できごと

マスク・除菌液の寄附を受けました
新型コロナウイルスの感染拡大によりマスクや除菌液が入手困難な状況の
中で、市に関係する方々からの寄附を受けました。いただいたマスクは市内

市内で行われた
さまざまなイベントなどを
ご紹介します。

医療機関などに、除菌液は市内保育園や学童保育室などに配布させていただ
きました。
（令和 2 年 5 月 1 4 日〜5 月27 日）

市内小学校児童より
フェイスシールドの寄附

5 / 1 5（金）市役所

5 月7 日（木）に 市 民 医 療 センターに
て、また5 月8日（金）に戸田市役所に
て、市内小学校に通う小学4 年生の児
ちょう

はるあき

童（張 永明さん）から手づくりのフェイ
スシールド計20 枚を寄附いただきまし
た。寄附に感謝の意を表し、市長から
感謝状の授与を行いました。

5/14

5/15

さとう埼玉リウマチクリニック様から
マスク2 ,000 枚

5 / 22

とだわらび青年会議所様から
マスク 1 ,000 枚

5 / 27

戸田西ロータリークラブ様から

マスク 1 0,000 枚

戸田環境整備事業協同組合様から

除菌液の原液 1 00 L

マスクを提供しました
私たちの生活を支えてくださっている清掃事業者、バス運行会社の方々は、
マスクなどの物資の確保に苦慮しています。感染リスクと戦いながら業務にあ
広告

たられている方々に少しでも役立てていただくため、マスクを提供しました。
（令和 2 年 5月2 1 日〜5月25日）

5/21
戸田環境整備事業協同組合様へ

5 ,000 枚

5 / 25
国際興業株式会社 戸田営業所様へ

5 ,000 枚
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