
お 知 ら せ
特別定額給付金
特別定額給付金の申請を受け付けています。
未申請の方は、6月上旬に市から送付した
申請書に必要事項を記入し、口座確認書類、
本人確認書類を添付の上、同封の返信用封
筒を使用して郵送で申請してください。
給付対象者 4月27日現在、市の住民基本
台帳に記録されている方
給付額 1人につき 10万円
申請期限 9月7日（月）　
※当日消印有効。詳しくは市
ホームページをご覧ください

 市特別定額給付金コールセンター　
446-727 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流れます。
とき 8月5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）

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届

8月は、今年度の児童扶養手当・特別児童
扶養手当の支給の有無を決定するための現
況届・所得状況届の提出月です。該当者に
は7月下旬に通知を送りましたので、必要
書類を提出してください。期限内に提出が
ない場合、手当の支給が停止となりますの
でご注意ください。
◆児童扶養手当
対象 児童が、父母の離婚などにより、父
または母と生計を同じくしていないときや、
児童の父または母に一定の障害がある状態
で児童を育てている方
※「児童扶養手当の一部支給停止適用除外
事由届出書に関する通知」が届いた方は、
当該届出書と必要書類も同時に提出してく
ださい

提出期限 8月31日（月）
◆特別児童扶養手当
対象 精神または身体に障害のある20歳未
満の子を養育している方
提出期限 8月24日（月）

※両手当とも所得制限があります
※次の日程で休日も受け付けます
とき 8月2日（日）、23日（日）、午前9時～
午後4時30分
ところ 市役所2階　こども家庭課

 こども家庭課（内線274）

多子世帯応援クーポン配布
多子世帯の子育てを応援するために県が配
布している『3キュー子育てチケット』（5
万円分）に、市が3万円分のチケットを上
乗せして配布します。
対象 1月 1日以降に第3子以降の子どもが
生まれた世帯　※第 1子、第2子とも、1 8
歳未満で養育している場合に限る

金額 対象の子育てサービスに利用できる
チケット8万円分
申請 スマートフォンまたは
パソコンで　※詳しくは市ホ
ームページをご覧ください

 こども家庭課（内線462）

自転車駐車場定期利用料金の返還
新型コロナウイルスの影響で、契約済みの
自転車駐車場を利用できなかった方は、4
月、5月分の定期利用料金を返還します。
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、
サポートセンターへお問い合せください。
問い合わせ 自転車駐車場サポートセンター
（24時間受付）：0120-3566-2 1　

 防犯くらし交通課（内線263）

新入学児童の健康診断
来春、小学校へ入学する子（平成26年4月
2日～平成27年4月 1日生まれ）を対象に、
各学校で就学時健康診断を行います。対象

ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親（児童扶養手当法第4条の
条件を満たす）世帯への支援として、給付金を支給します。対象者区分ごとに
給付額や手続きが異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

◆支給内容
種別 支給金額（支給は 1回限り）

基本給付 児童扶養手当受給世帯などに対し、 1世帯5万円、第2子以降 1人につき3万円

追加給付 収入が減少した児童扶養手当受給世帯などに対し、 1世帯5万円

◆対象

区分

対象となるひとり親
※離婚調停中や、パートナーと事実婚であるとき
は対象外となります
※戸籍上ひとり親ではなくても、父または母に、
裁判所のDV保護命令がある場合や一定の障害が
ある場合などには対象となります

基本給付 追加給付

手続き 支給時期 手続き 支給時期

① 【児童扶養手当受給者】児童扶養手当の6月分が支給されている方 申請不要 8月末 要申請
8月開始

申請月の
翌月下旬

②

【公的年金給付等の受給者】
年金などを受給していることにより児童扶
養手当の支給が停止となっている方で、平
成30年中の収入（養育費や年金含む）が、
児童扶養手当の支給制限限度額未満の方 要申請

8月開始
申請月の
翌月下旬

要申請
8月開始

申請月の
翌月下旬

③

【家計急変者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、令和2年中の収入見込が児
童扶養手当の支給制限限度額未満に減少し
た方

対象外

申請期限 令和3年 1月29日（金）  こども家庭課（内線461）
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者には8月末に「就学時健康診断票」などの
通知を郵送しますので、必要事項を記入し、
当日お持ちください。
学　校　名 月日（曜日） 受付開始時間
戸田第一小学校 10月 19日（月） 1 2：30
戸田第二小学校 10月22日（木） 1 2：45
新曽小学校 10月 19日（月） 1 2：30
美谷本小学校 10月 14日（水） 1 3：10
笹目小学校 10月23日（金） 1 2：50
戸田東小学校 10月20日（火） 1 2：20
戸田南小学校 10月20日（火） 1 2：45
喜沢小学校 10月2 1日（水） 1 2：40
笹目東小学校 10月 16日（金） 1 3：00
新曽北小学校 10月 14日（水） 1 2：45
美女木小学校 10月2 1日（水） 1 2：30
芦原小学校 10月20日（火） 1 2：40
※市に住民登録をしている外国人で、子を
市内の小学校に入学させたい方は、在留カ
ードと通知を持参の上、市役所3階　学務
課で手続きが必要です

 学務課（内線303）

『530（ゴミゼロ）運動実践活動』
の中止

9月6日（日）に予定している「第 158回　戸
田530運動」は、新型コロナ
ウイルス感染防止と熱中症
予防のため、中止します。

 戸田530運動推進連絡会
［事務局環境課内（内線390）］

敬老のつどいの中止
毎年9月に開催している敬老のつどいは、
文化会館の改修工事に伴い、中止します。

 長寿介護課（内線285）

戸田市国民健康保険・後期高齢者
医療保険による、「人間ドック・脳ド
ック検診費補助事業」再開について
新型コロナウイルス感染症の影響で休止し
ていた、市の国民健康保険・後期高齢者医
療保険による人間ドック・脳ドック検診費
補助事業を、6月19日（金）から再開しまし
た。手続きは原則として郵送で行います。
市の指定する医療機関で検診を予約後、検
診日の3週間前までにお問い合わせください。

 保険年金課　①国民健康保険に関する
こと（内線278）　②後期高齢者医療保険に
関すること（内線440）

既存住宅耐震診断・改修補助金制度
住宅の耐震診断と耐震改修工事に対して、
一定の条件で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
補助金額

◆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、上限額 10万円
②木造以外の共同住宅：要した費用の 1／
2以内、上限額一戸につき2万円、一棟に
つき 100万円
◆耐震改修 
耐震診断の結果から耐震改修が必要とされ
る木造住宅で、次の改修の区分に応じて補
助金を交付
①一般改修：要した費用の 1／3以内、上
限額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、上限額20万円

 まちづくり推進課（内線383）

交通事故被害者の家族への援護金
県交通安全対策協議会では、県内在住の交
通遺児等に、援護一時金を給付しています。
対象などをご確認の上、申請してくださ
い。　※「交通遺児等」とは、1 8歳以下で、
保護者（一方または双方）が交通事故（陸海
空すべての交通事故が対象）により、死亡
または重い障害を負った方をいいます
対象 平成31年4月 1日以降、交通遺児等
となった県内在住の 1 8歳以下の方
給付額 子ども 1人につき 10万円　※ 1回
のみ
給付時期 1 1月、または令和3年5月
申請書類 各市町村、学校などで配布　
※詳しくはお問い合わせください
提出期限 ① 1 1月給付分：8月31日（月）ま
で　②令和3年5月給付分：令和3年2月
26日（金）まで
提出先 みずほ信託銀行浦和支店（〒330-
0063　さいたま市浦和区高砂2-6-1 8）
に郵送または持参

 県防犯・交通安全課　048-830-2958

人材確保や雇用課題の解決支援
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（テレワ
ークの最新トレンドや効果的な導入方法に
ついて）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覧ください
とき ①実施中　②第2回：8月5日（水）　
※オンラインでの開催
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

「埼玉県コバトン健康マイレージ」
「埼玉県コバトン健康マイレージアプリ」や、
歩数計を使ってウオーキングをすると、歩
数に応じてポイントが貯まり、抽選で素敵

な賞品がもらえます。県の抽選に加え、市
民の方限定の抽選も予定しています。
申込 QRコードから、アプリをダウンロー
ドの上、申し込み
  
  

※歩数計での参加については、県のホーム
ページをご覧ください。周りとの距離を十
分に保って歩きましょう

 県コバトン健康マイレージ事務局　
0570-035810

戦没者などの遺族に対する
第十一回特別弔慰金
戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金
の請求を受け付けています。
対象 戦没者などの死亡当時の遺族で、令
和2年4月 1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」などを受ける
方がいない場合に、次の順番による先順位
の遺族 1人に支給
（1）令和2年4月 1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方
（2）戦没者などの子
（3） 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　 

④兄弟姉妹
（4）上記（1）～（3）以外の戦没者などの三
親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡当時、生計関係の有無
などの要件により、順番が入れ替わります
内容 額面25万円、5年償還の記名国債（無
利子）
請求期限 令和5年3月31日（金）まで　
支給 受付から国債の交付まで、都道府県
における審査、国債の記名加工などの手続
きを含め 1年以上かかる場合があります

 福祉総務課（内線650）

国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料について、当月末振替や6
カ月前納などを選択すると、現金で毎月納
付するのに比べて、当月末振替は50円、6
カ月前納は 1 ,1 30円割引になります。口
座振替申出書は日本年金機構ホームページ、
または保険年金課窓口でも取得できます。
10月～3月分の6カ月前納の手続き期限は、
8月末日です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

リサイクル自転車の販売
とき 8月9日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店

価格 上限8,000円　※ほかに防犯登録料
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2-2 -4 441 -2049

稲垣サイクル 新曽南2-12-25 441 -4122
遊輪ショップ
えぐち 大字新曽1827-1 441 -4164

梅田自転車 本町3-1 -26 441 -1 181

※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）

リサイクル家具の販売
とき 8月1 7日（月）～22日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
販売方式 入札方式（300～8 ,000円）
※ 1人3点まで。買取決定後の辞退は不可
対象 戸田・蕨市民

 蕨戸田衛生センター組合　42 1 -2801

貯水槽の管理
ビルやマンション、工場、病院、飲食店な
どの施設に貯水槽を設置している方は、適
切な貯水槽の管理をお願いします。管理が
不十分だと、水が濁ったり、臭いが付いた
りすることがあります。貯水槽の有効容量
が 10㎥を超える場合は、1年に 1回の検査
および清掃が義務付けられています。

 ①有効容量が 10㎥を超える場合：環境
課（内線387）　②有効容量が 10㎥以下の
場合：水道施設課（229-4638）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間の実施

「子どもの人権 1 10番」とは、いじめや体
罰、虐待など、子どもをめぐる人権問題へ
の取り組みとして設置されている専用相談
電話です。1人でも多くの子どもたちから
の相談を受けるため、次の期間は受付期間
を延長して対応します。
とき 8月28日（金）～9月3日（木）、午前8
時30分～午後7時　※8月29日（土）、30
日（日）は午前 10時～午後5時
内容 法務局職員や県人権擁護委員連合会
子ども人権委員会委員による電話相談　
相談先 01 20-007-1 10（全国共通・無料、
IP電話不可）

 さいたま地方法務局人権擁護課　048 -
859-3507
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な賞品がもらえます。県の抽選に加え、市
民の方限定の抽選も予定しています。
申込 QRコードから、アプリをダウンロー
ドの上、申し込み
  
  

※歩数計での参加については、県のホーム
ページをご覧ください。周りとの距離を十
分に保って歩きましょう

 県コバトン健康マイレージ事務局　
0570-035810

戦没者などの遺族に対する
第十一回特別弔慰金
戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金
の請求を受け付けています。
対象 戦没者などの死亡当時の遺族で、令
和2年4月 1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」などを受ける
方がいない場合に、次の順番による先順位
の遺族 1人に支給
（1）令和2年4月 1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方
（2）戦没者などの子
（3） 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　 

④兄弟姉妹
（4）上記（1）～（3）以外の戦没者などの三
親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡当時、生計関係の有無
などの要件により、順番が入れ替わります
内容 額面25万円、5年償還の記名国債（無
利子）
請求期限 令和5年3月31日（金）まで　
支給 受付から国債の交付まで、都道府県
における審査、国債の記名加工などの手続
きを含め 1年以上かかる場合があります

 福祉総務課（内線650）

国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料について、当月末振替や6
カ月前納などを選択すると、現金で毎月納
付するのに比べて、当月末振替は50円、6
カ月前納は 1 ,1 30円割引になります。口
座振替申出書は日本年金機構ホームページ、
または保険年金課窓口でも取得できます。
10月～3月分の6カ月前納の手続き期限は、
8月末日です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

リサイクル自転車の販売
とき 8月9日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店

価格 上限8,000円　※ほかに防犯登録料
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2-2 -4 441 -2049

稲垣サイクル 新曽南2-12-25 441 -4122
遊輪ショップ
えぐち 大字新曽1827-1 441 -4164

梅田自転車 本町3-1 -26 441 -1 181

※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）

リサイクル家具の販売
とき 8月1 7日（月）～22日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
販売方式 入札方式（300～8 ,000円）
※ 1人3点まで。買取決定後の辞退は不可
対象 戸田・蕨市民

 蕨戸田衛生センター組合　42 1 -2801

貯水槽の管理
ビルやマンション、工場、病院、飲食店な
どの施設に貯水槽を設置している方は、適
切な貯水槽の管理をお願いします。管理が
不十分だと、水が濁ったり、臭いが付いた
りすることがあります。貯水槽の有効容量
が 10㎥を超える場合は、1年に 1回の検査
および清掃が義務付けられています。

 ①有効容量が 10㎥を超える場合：環境
課（内線387）　②有効容量が 10㎥以下の
場合：水道施設課（229-4638）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間の実施

「子どもの人権 1 10番」とは、いじめや体
罰、虐待など、子どもをめぐる人権問題へ
の取り組みとして設置されている専用相談
電話です。1人でも多くの子どもたちから
の相談を受けるため、次の期間は受付期間
を延長して対応します。
とき 8月28日（金）～9月3日（木）、午前8
時30分～午後7時　※8月29日（土）、30
日（日）は午前 10時～午後5時
内容 法務局職員や県人権擁護委員連合会
子ども人権委員会委員による電話相談　
相談先 01 20-007-1 10（全国共通・無料、
IP電話不可）

 さいたま地方法務局人権擁護課　048 -
859-3507

恋たま（SAITAMA出会いサポー
トセンター）Web入会面談
恋たま（SAITAMA出会いサポートセン
ター）は、結婚を誠実に希望する独身男女
に出会いの機会を提供する、県の公的な結
婚支援センターです。来所せずに会員登録
や相談が可能なWeb面談を実施していま
すので、ぜひご利用ください。
対象 次の①～③の全てに該当する方　①
結婚を希望し、自ら婚活する意思のある
20歳以上の独身男女　②県内に在住、在
勤、または近い将来に県内への移住をお考
えの方　③スマートフォンをお持ちの方
（電話回線のあるもの）
費用 1 1 ,000円　※登録期間2年間有効。
市民には割引金額が適用されます
申込 「恋たま」ホームページか
ら会員登録および面談予約。
※詳しくはホームページをご
覧ください

 SAITAMA出会いサポートセンター運
営事務局（info@koitama.jp）

「歳末たすけあい支援金事業」・
「換気扇・エアコン清掃事業」の申請
対象 次の条件を全て満たしている世帯　
①本市の住民基本台帳に記載登録されてい
ること　②世帯全員が住民税非課税である
こと　③生活保護を受給していないこと　
④単身世帯で施設入所、長期入院中でない
こと　⑤自動車を所有していないこと（た
だし、身体的理由または仕事で自動車を必
要とする世帯は除く）　⑥世帯全員が75歳
以上の高齢者世帯であること（10月 1日時
点）　※⑤は「歳末たすけあい支援金」、⑥
は「換気扇・エアコン清掃」のみの条件です。
詳しくはご相談ください
申請方法 9月4日（金）までに、担当民生委
員に申請書、最新年度の非課税証明書を提
出してください。 ※申請書は民生委員また
は社会福祉協議会が配布しています

 社会福祉協議会　442-0309

排水設備工事責任技術者
共通試験
とき 1 1月29日（日）
ところ 聖学院大学（上尾市）
申込 8月24日（月）～9月30日（水）　※詳
しくは、8月24日（月）から新曽南庁舎4階　
下水道施設課で配布する受験案内をご覧く
ださい

 下水道施設課　229-4673

《今月の納税》
市県民税…第2期分
国民健康保険税…第2期分
納期限は、8月31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」「PayB納付」をご利用ください。
※コンビニ・PayB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 8月2日（日）・9月6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
押し入れ収納、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、13cm）、喜沢中学校制服（女
子）、健康器具、長靴（22cm）
● ゆずってください
子ども紙おむつ（SまたはMサイズ）、
足こぎ自転車、学習机・イス、笹目幼
稚園制服、ベビーベッド、子ども服（男
児、100cm以上）、車イス、三輪自転
車（大人用）、ワープロ一式、扇風機
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）
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者には8月末に「就学時健康診断票」などの
通知を郵送しますので、必要事項を記入し、
当日お持ちください。
学　校　名 月日（曜日） 受付開始時間
戸田第一小学校 10月 19日（月） 1 2：30
戸田第二小学校 10月22日（木） 1 2：45
新曽小学校 10月 19日（月） 1 2：30
美谷本小学校 10月 14日（水） 1 3：10
笹目小学校 10月23日（金） 1 2：50
戸田東小学校 10月20日（火） 1 2：20
戸田南小学校 10月20日（火） 1 2：45
喜沢小学校 10月2 1日（水） 1 2：40
笹目東小学校 10月 16日（金） 1 3：00
新曽北小学校 10月 14日（水） 1 2：45
美女木小学校 10月2 1日（水） 1 2：30
芦原小学校 10月20日（火） 1 2：40
※市に住民登録をしている外国人で、子を
市内の小学校に入学させたい方は、在留カ
ードと通知を持参の上、市役所3階　学務
課で手続きが必要です

 学務課（内線303）

『530（ゴミゼロ）運動実践活動』
の中止

9月6日（日）に予定している「第 158回　戸
田530運動」は、新型コロナ
ウイルス感染防止と熱中症
予防のため、中止します。

 戸田530運動推進連絡会
［事務局環境課内（内線390）］

敬老のつどいの中止
毎年9月に開催している敬老のつどいは、
文化会館の改修工事に伴い、中止します。

 長寿介護課（内線285）

戸田市国民健康保険・後期高齢者
医療保険による、「人間ドック・脳ド
ック検診費補助事業」再開について
新型コロナウイルス感染症の影響で休止し
ていた、市の国民健康保険・後期高齢者医
療保険による人間ドック・脳ドック検診費
補助事業を、6月19日（金）から再開しまし
た。手続きは原則として郵送で行います。
市の指定する医療機関で検診を予約後、検
診日の3週間前までにお問い合わせください。

 保険年金課　①国民健康保険に関する
こと（内線278）　②後期高齢者医療保険に
関すること（内線440）

既存住宅耐震診断・改修補助金制度
住宅の耐震診断と耐震改修工事に対して、
一定の条件で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
補助金額

◆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、上限額 10万円
②木造以外の共同住宅：要した費用の 1／
2以内、上限額一戸につき2万円、一棟に
つき 100万円
◆耐震改修 
耐震診断の結果から耐震改修が必要とされ
る木造住宅で、次の改修の区分に応じて補
助金を交付
①一般改修：要した費用の 1／3以内、上
限額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、上限額20万円

 まちづくり推進課（内線383）

交通事故被害者の家族への援護金
県交通安全対策協議会では、県内在住の交
通遺児等に、援護一時金を給付しています。
対象などをご確認の上、申請してくださ
い。　※「交通遺児等」とは、1 8歳以下で、
保護者（一方または双方）が交通事故（陸海
空すべての交通事故が対象）により、死亡
または重い障害を負った方をいいます
対象 平成31年4月 1日以降、交通遺児等
となった県内在住の 1 8歳以下の方
給付額 子ども 1人につき 10万円　※ 1回
のみ
給付時期 1 1月、または令和3年5月
申請書類 各市町村、学校などで配布　
※詳しくはお問い合わせください
提出期限 ① 1 1月給付分：8月31日（月）ま
で　②令和3年5月給付分：令和3年2月
26日（金）まで
提出先 みずほ信託銀行浦和支店（〒330-
0063　さいたま市浦和区高砂2-6-1 8）
に郵送または持参

 県防犯・交通安全課　048-830-2958

人材確保や雇用課題の解決支援
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（テレワ
ークの最新トレンドや効果的な導入方法に
ついて）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覧ください
とき ①実施中　②第2回：8月5日（水）　
※オンラインでの開催
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

「埼玉県コバトン健康マイレージ」
「埼玉県コバトン健康マイレージアプリ」や、
歩数計を使ってウオーキングをすると、歩
数に応じてポイントが貯まり、抽選で素敵

な賞品がもらえます。県の抽選に加え、市
民の方限定の抽選も予定しています。
申込 QRコードから、アプリをダウンロー
ドの上、申し込み
  
  

※歩数計での参加については、県のホーム
ページをご覧ください。周りとの距離を十
分に保って歩きましょう

 県コバトン健康マイレージ事務局　
0570-035810

戦没者などの遺族に対する
第十一回特別弔慰金
戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金
の請求を受け付けています。
対象 戦没者などの死亡当時の遺族で、令
和2年4月 1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」などを受ける
方がいない場合に、次の順番による先順位
の遺族 1人に支給
（1）令和2年4月 1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方
（2）戦没者などの子
（3） 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　 

④兄弟姉妹
（4）上記（1）～（3）以外の戦没者などの三
親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡当時、生計関係の有無
などの要件により、順番が入れ替わります
内容 額面25万円、5年償還の記名国債（無
利子）
請求期限 令和5年3月31日（金）まで　
支給 受付から国債の交付まで、都道府県
における審査、国債の記名加工などの手続
きを含め 1年以上かかる場合があります

 福祉総務課（内線650）

国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料について、当月末振替や6
カ月前納などを選択すると、現金で毎月納
付するのに比べて、当月末振替は50円、6
カ月前納は 1 ,1 30円割引になります。口
座振替申出書は日本年金機構ホームページ、
または保険年金課窓口でも取得できます。
10月～3月分の6カ月前納の手続き期限は、
8月末日です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

リサイクル自転車の販売
とき 8月9日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店

価格 上限8,000円　※ほかに防犯登録料
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2-2 -4 441 -2049

稲垣サイクル 新曽南2-12-25 441 -4122
遊輪ショップ
えぐち 大字新曽1827-1 441 -4164

梅田自転車 本町3-1 -26 441 -1 181

※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）

リサイクル家具の販売
とき 8月1 7日（月）～22日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
販売方式 入札方式（300～8 ,000円）
※ 1人3点まで。買取決定後の辞退は不可
対象 戸田・蕨市民

 蕨戸田衛生センター組合　42 1 -2801

貯水槽の管理
ビルやマンション、工場、病院、飲食店な
どの施設に貯水槽を設置している方は、適
切な貯水槽の管理をお願いします。管理が
不十分だと、水が濁ったり、臭いが付いた
りすることがあります。貯水槽の有効容量
が 10㎥を超える場合は、1年に 1回の検査
および清掃が義務付けられています。

 ①有効容量が 10㎥を超える場合：環境
課（内線387）　②有効容量が 10㎥以下の
場合：水道施設課（229-4638）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間の実施

「子どもの人権 1 10番」とは、いじめや体
罰、虐待など、子どもをめぐる人権問題へ
の取り組みとして設置されている専用相談
電話です。1人でも多くの子どもたちから
の相談を受けるため、次の期間は受付期間
を延長して対応します。
とき 8月28日（金）～9月3日（木）、午前8
時30分～午後7時　※8月29日（土）、30
日（日）は午前 10時～午後5時
内容 法務局職員や県人権擁護委員連合会
子ども人権委員会委員による電話相談　
相談先 01 20-007-1 10（全国共通・無料、
IP電話不可）

 さいたま地方法務局人権擁護課　048 -
859-3507
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な賞品がもらえます。県の抽選に加え、市
民の方限定の抽選も予定しています。
申込 QRコードから、アプリをダウンロー
ドの上、申し込み
  
  

※歩数計での参加については、県のホーム
ページをご覧ください。周りとの距離を十
分に保って歩きましょう

 県コバトン健康マイレージ事務局　
0570-035810

戦没者などの遺族に対する
第十一回特別弔慰金
戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金
の請求を受け付けています。
対象 戦没者などの死亡当時の遺族で、令
和2年4月 1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」などを受ける
方がいない場合に、次の順番による先順位
の遺族 1人に支給
（1）令和2年4月 1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方
（2）戦没者などの子
（3） 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　 

④兄弟姉妹
（4）上記（1）～（3）以外の戦没者などの三
親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡当時、生計関係の有無
などの要件により、順番が入れ替わります
内容 額面25万円、5年償還の記名国債（無
利子）
請求期限 令和5年3月31日（金）まで　
支給 受付から国債の交付まで、都道府県
における審査、国債の記名加工などの手続
きを含め 1年以上かかる場合があります

 福祉総務課（内線650）

国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料について、当月末振替や6
カ月前納などを選択すると、現金で毎月納
付するのに比べて、当月末振替は50円、6
カ月前納は 1 ,1 30円割引になります。口
座振替申出書は日本年金機構ホームページ、
または保険年金課窓口でも取得できます。
10月～3月分の6カ月前納の手続き期限は、
8月末日です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

リサイクル自転車の販売
とき 8月9日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店

価格 上限8,000円　※ほかに防犯登録料
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2-2 -4 441 -2049

稲垣サイクル 新曽南2-12-25 441 -4122
遊輪ショップ
えぐち 大字新曽1827-1 441 -4164

梅田自転車 本町3-1 -26 441 -1 181

※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）

リサイクル家具の販売
とき 8月1 7日（月）～22日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
販売方式 入札方式（300～8 ,000円）
※ 1人3点まで。買取決定後の辞退は不可
対象 戸田・蕨市民

 蕨戸田衛生センター組合　42 1 -2801

貯水槽の管理
ビルやマンション、工場、病院、飲食店な
どの施設に貯水槽を設置している方は、適
切な貯水槽の管理をお願いします。管理が
不十分だと、水が濁ったり、臭いが付いた
りすることがあります。貯水槽の有効容量
が 10㎥を超える場合は、1年に 1回の検査
および清掃が義務付けられています。

 ①有効容量が 10㎥を超える場合：環境
課（内線387）　②有効容量が 10㎥以下の
場合：水道施設課（229-4638）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間の実施

「子どもの人権 1 10番」とは、いじめや体
罰、虐待など、子どもをめぐる人権問題へ
の取り組みとして設置されている専用相談
電話です。1人でも多くの子どもたちから
の相談を受けるため、次の期間は受付期間
を延長して対応します。
とき 8月28日（金）～9月3日（木）、午前8
時30分～午後7時　※8月29日（土）、30
日（日）は午前 10時～午後5時
内容 法務局職員や県人権擁護委員連合会
子ども人権委員会委員による電話相談　
相談先 01 20-007-1 10（全国共通・無料、
IP電話不可）

 さいたま地方法務局人権擁護課　048 -
859-3507

恋たま（SAITAMA出会いサポー
トセンター）Web入会面談
恋たま（SAITAMA出会いサポートセン
ター）は、結婚を誠実に希望する独身男女
に出会いの機会を提供する、県の公的な結
婚支援センターです。来所せずに会員登録
や相談が可能なWeb面談を実施していま
すので、ぜひご利用ください。
対象 次の①～③の全てに該当する方　①
結婚を希望し、自ら婚活する意思のある
20歳以上の独身男女　②県内に在住、在
勤、または近い将来に県内への移住をお考
えの方　③スマートフォンをお持ちの方
（電話回線のあるもの）
費用 1 1 ,000円　※登録期間2年間有効。
市民には割引金額が適用されます
申込 「恋たま」ホームページか
ら会員登録および面談予約。
※詳しくはホームページをご
覧ください

 SAITAMA出会いサポートセンター運
営事務局（info@koitama.jp）

「歳末たすけあい支援金事業」・
「換気扇・エアコン清掃事業」の申請
対象 次の条件を全て満たしている世帯　
①本市の住民基本台帳に記載登録されてい
ること　②世帯全員が住民税非課税である
こと　③生活保護を受給していないこと　
④単身世帯で施設入所、長期入院中でない
こと　⑤自動車を所有していないこと（た
だし、身体的理由または仕事で自動車を必
要とする世帯は除く）　⑥世帯全員が75歳
以上の高齢者世帯であること（10月 1日時
点）　※⑤は「歳末たすけあい支援金」、⑥
は「換気扇・エアコン清掃」のみの条件です。
詳しくはご相談ください
申請方法 9月4日（金）までに、担当民生委
員に申請書、最新年度の非課税証明書を提
出してください。 ※申請書は民生委員また
は社会福祉協議会が配布しています

 社会福祉協議会　442-0309

排水設備工事責任技術者
共通試験
とき 1 1月29日（日）
ところ 聖学院大学（上尾市）
申込 8月24日（月）～9月30日（水）　※詳
しくは、8月24日（月）から新曽南庁舎4階　
下水道施設課で配布する受験案内をご覧く
ださい

 下水道施設課　229-4673

《今月の納税》
市県民税…第2期分
国民健康保険税…第2期分
納期限は、8月31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」「PayB納付」をご利用ください。
※コンビニ・PayB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 8月2日（日）・9月6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
押し入れ収納、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、13cm）、喜沢中学校制服（女
子）、健康器具、長靴（22cm）
● ゆずってください
子ども紙おむつ（SまたはMサイズ）、
足こぎ自転車、学習机・イス、笹目幼
稚園制服、ベビーベッド、子ども服（男
児、100cm以上）、車イス、三輪自転
車（大人用）、ワープロ一式、扇風機
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

15

※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
2018
d254223

H 297 × W 210 mm

TUCL013-020A_NB_国岡_CC2018.indd   15 2020/07/21   10:52



募 集
パブリック・コメント
◆戸田市屋外広告物条例の一部を改正す
る条例（骨子）
屋外広告物の規制緩和と安全管理の強化の
ために、「戸田市屋外広告物条例」を一部改
正します。その骨子について、市民の皆さ
んから意見を募集します。
募集期間 8月5日（水）～9月3日（木）
担当課 都市計画課（内線320）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-2200）または電子メール（to 
sikei@city.toda.saitama.jp）で　
※資料公開場所により受付時間が異なります
資料公開場所 担当課、市政情報コーナー、
各福祉センター、笹目コミュニティセンタ
ー（コンパル）、戸田公園駅前行政センター
2階、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）　
※市ホームページでも公開します

 庶務課（内線363）

10月からの奨学生
10月からの奨学生を募集します。今回の
募集は在学生が対象です。令和3年4月に
入学予定の方は、令和3年3月の募集の際
に申し込んでください。　　

区分 貸付額（月額）
高等学校、高等専
門学校（1～3学年）、
専修学校高等課程

国公立 10 ,000円
私　立 1 5 ,000円

大学、短期大学、
高等専門学校（4学
年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立 20 ,000円
私　立 25 ,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上のも
のに限る
貸付条件 市内に居住している世帯である
こと、市税を完納していること、学資が不
十分であることなど
返済 貸付額全額を卒業後6カ月据置、最長
10年間の毎月分割払い
申込 9月 1日（火）～ 1 5日（火）　※申請書
は8月3日（月）から市役所3階　教育総務
課、美笹支所および戸田公園駅前行政セン
ターで配付するほか、市ホームページから
も取得可

 教育総務課（内線326）

「戦没者遺児による慰霊友好親善
事業」の参加者
先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児
が旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を深めることを目
的としています。

イ ベ ン ト
おうちで体験「はにわづくり」
とき 9月 1 2日（土）、午前 10時～午後4時
ところ 郷土博物館　3階講座室
内容 古墳時代の「はにわ」をつくることが
できる「はにわづくり」キットを頒布
対象・キット数 小学生～高校生、1 5セッ

ト（粘土、台、竹べらなど）
費用 600円（材料費）
申込 8月29日（土）～、電話で事前予約　
※申込順。費用は当日支払い
受付時間 午前 10時～午後5時（正午～午
後 1時を除く）

 郷土博物館　443-5600

障害者のための就労相談会
とき 8月2 1日（金）、午後 1時～4時

ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
支援機関 障害者就労支援センタ―　
※左記日程には電話での相談も受け付けま
す。支援員から折り返し連絡しますので、
障害福祉課に電話してください　※左記日
程以外にも常時、就労相談（連絡先：47 1 -
9333　ＦＡＸ：47 1 -9334）を行ってい
ます

 障害福祉課　障害者支援担当（内線283）

Toda City Information
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図書館のイベント

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 8／26（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0人

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱 
夏休みスペシャル

8／5（水）、8（土）、 
1 2（水）、 1 9（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0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！」

8／23（日） 
① 1 3：30～ 1 4：1 0 
② 1 4：20～ 1 5：00

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 1年生以上、 
各5人

当日先着順
※ 1 3：20～
整理券配布

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会（小学生
向け）

8／ 1 6（日） 
1 4：00～ 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）

8／4、 1 1、 1 8、25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

赤ちゃんおはなし会 8／ 1 4（金）、28（金） 
1 0：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など

未就園児とその保
護者、4組（8人）

パルシアター 8／2（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『ゆかいなどうぶつた
ち ～りくのおともだち～ ライ
オン・トラ・チーター』

誰でも、 1 2人 研修室
（あいパル3階）

めざせ！図鑑マスター
8／ 1 2（水） 
① 1 4：00～ 1 5：00 
② 1 5：00～ 1 6：00

興味があるテーマを調べて図鑑
を使いこなし、図鑑マスターを
目指そう！

小学生、各4人 和室（あいパル2階）
8／5（水）～
※電話可、
申込順

申
込

○直接：費用を添えて直接各所へ　※申込順
○ 電話可：電話で各所へ。電話申込の場合は指定日まで
に参加費をお支払いください　 
※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
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募 集
パブリック・コメント
◆戸田市屋外広告物条例の一部を改正す
る条例（骨子）
屋外広告物の規制緩和と安全管理の強化の
ために、「戸田市屋外広告物条例」を一部改
正します。その骨子について、市民の皆さ
んから意見を募集します。
募集期間 8月5日（水）～9月3日（木）
担当課 都市計画課（内線320）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-2200）または電子メール（to 
sikei@city.toda.saitama.jp）で　
※資料公開場所により受付時間が異なります
資料公開場所 担当課、市政情報コーナー、
各福祉センター、笹目コミュニティセンタ
ー（コンパル）、戸田公園駅前行政センター
2階、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）　
※市ホームページでも公開します

 庶務課（内線363）

10月からの奨学生
10月からの奨学生を募集します。今回の
募集は在学生が対象です。令和3年4月に
入学予定の方は、令和3年3月の募集の際
に申し込んでください。　　

区分 貸付額（月額）
高等学校、高等専
門学校（1～3学年）、
専修学校高等課程

国公立 10 ,000円
私　立 1 5 ,000円

大学、短期大学、
高等専門学校（4学
年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立 20 ,000円
私　立 25 ,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上のも
のに限る
貸付条件 市内に居住している世帯である
こと、市税を完納していること、学資が不
十分であることなど
返済 貸付額全額を卒業後6カ月据置、最長
10年間の毎月分割払い
申込 9月 1日（火）～ 1 5日（火）　※申請書
は8月3日（月）から市役所3階　教育総務
課、美笹支所および戸田公園駅前行政セン
ターで配付するほか、市ホームページから
も取得可

 教育総務課（内線326）

「戦没者遺児による慰霊友好親善
事業」の参加者
先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児
が旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を深めることを目
的としています。

ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
支援機関 障害者就労支援センタ―　
※左記日程には電話での相談も受け付けま
す。支援員から折り返し連絡しますので、
障害福祉課に電話してください　※左記日
程以外にも常時、就労相談（連絡先：47 1 -
9333　ＦＡＸ：47 1 -9334）を行ってい
ます

 障害福祉課　障害者支援担当（内線283）

参加費 10万円　※詳しくはお問い合わせ
ください
実施地域 旧満州、旧ソ連、西部ニューギ
ニア、東部ニューギニア、ソロモン諸島、
トラック諸島・パラオ諸島、ボルネオ島・
マレー半島、フィリピン、マリアナ諸島、
ミャンマー、タイ、バシー海峡、ビスマー
ク諸島、マーシャル諸島、中国

 日本遺族会事務局　03-3261 -552 1

市表彰式の該当者の推薦
市では、各分野での功績が顕著であり広く
市民の模範となる方を表彰する「市表彰式」
を行います。以下に該当する方がいました
ら、推薦をお願いします。
◆一般功労表彰
条件 ①善行、徳行卓越で他の模範となる
方　②産業の振興または土木の改良発達に
力を尽くし、優良な業績を収めた方　③学
芸上の研究、発明、改良、考案、著述など
を行い、文化の育成発展に尽力し、功績の
著しい方　④スポーツの競技会などで優秀
な成績を収め、郷土の名誉を高揚し、功績
の著しい方　⑤その他、特に表彰に値する
と認められる方
◆永年勤続表彰
条件 市内の同一事業所に継続して 10年ま
たは20年勤務し、勤務成績良好な方
申込 8月3日（月）～2 1日（金）午前9時～
午後5時に、功績内申書を市役所4階　政
策秘書室へ　※土・日曜日、祝日を除く。
郵送不可。功績内申書は政策秘書室で配布
しています

 政策秘書室（内線434）

荒川図画コンクール作品
河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓
発することを目的に、荒川の風景画を募集
します。入賞者には応募していただいた絵
をスタンドにして贈呈しますので、ぜひ応
募してください。
対象 小学生
応募期間 7月 1日（水）～9月 1 5日（火）
題材 荒川流域の川やダムの風景
申込 荒川上流河川事務所ホームページ内、
「令和2年度荒川図画コンクール」をご覧く
ださい

 荒川図画コンクール実行
委員会事務局（荒川上流河川
事務所調査課）　049-246-
6360

下水道の日作品コンクール
内容 下水道に関するポスター・書道・標
語作品の募集
対象 県内の小・中学校に在学、または県

内在住・在学・在勤者
申込 9月 10日（木）必着　※詳しくはお問
い合わせください

 県下水道公社　経営企画課　048-838-
8585

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

9／5
（土）

10：00～
1 1：30 ボランティア・

市民活動支援
センター9／ 19

（土）
10：00～

1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

8／ 1 8
（火）

9：30～
1 2：30

教育センター
2階会議室

8／26
（水）

9：30～
1 2：10

市役所5階
大会議室

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パート職員
職種 ①看護師　②補助支援員
募集人数 ① 1人　② 1人
資格 ①看護師（准看護師可）　②普通自動
車運転免許（要相談）
内容 ①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　②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
任用期間 随時～令和3年3月31日　※年
度更新する場合あり
勤務日時 ①月～金曜日のうち週4～5日、
午前9時～午後4時　②火、木曜日（週2
日）、午前8時30分～午後4時　※①②と
も休憩 1時間
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 ①時給 1 ,810円 　②時給990円 　
※①賞与あり
加入保険 ①健康保険、厚生年金、雇用保
険、①②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（〒335-0015　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
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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 8／26（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0人

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱 
夏休みスペシャル

8／5（水）、8（土）、 
1 2（水）、 1 9（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0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！」

8／23（日） 
① 1 3：30～ 1 4：1 0 
② 1 4：20～ 1 5：00

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 1年生以上、 
各5人

当日先着順
※ 1 3：20～
整理券配布

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会（小学生
向け）

8／ 1 6（日） 
1 4：00～ 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）

8／4、 1 1、 1 8、25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

赤ちゃんおはなし会 8／ 1 4（金）、28（金） 
1 0：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など

未就園児とその保
護者、4組（8人）

パルシアター 8／2（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『ゆかいなどうぶつた
ち ～りくのおともだち～ ライ
オン・トラ・チーター』

誰でも、 1 2人 研修室
（あいパル3階）

めざせ！図鑑マスター
8／ 1 2（水） 
① 1 4：00～ 1 5：00 
② 1 5：00～ 1 6：00

興味があるテーマを調べて図鑑
を使いこなし、図鑑マスターを
目指そう！

小学生、各4人 和室（あいパル2階）
8／5（水）～
※電話可、
申込順

申
込

○直接：費用を添えて直接各所へ　※申込順
○ 電話可：電話で各所へ。電話申込の場合は指定日まで
に参加費をお支払いください　 
※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
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募 集
パブリック・コメント
◆戸田市屋外広告物条例の一部を改正す
る条例（骨子）
屋外広告物の規制緩和と安全管理の強化の
ために、「戸田市屋外広告物条例」を一部改
正します。その骨子について、市民の皆さ
んから意見を募集します。
募集期間 8月5日（水）～9月3日（木）
担当課 都市計画課（内線320）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-2200）または電子メール（to 
sikei@city.toda.saitama.jp）で　
※資料公開場所により受付時間が異なります
資料公開場所 担当課、市政情報コーナー、
各福祉センター、笹目コミュニティセンタ
ー（コンパル）、戸田公園駅前行政センター
2階、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）　
※市ホームページでも公開します

 庶務課（内線363）

10月からの奨学生
10月からの奨学生を募集します。今回の
募集は在学生が対象です。令和3年4月に
入学予定の方は、令和3年3月の募集の際
に申し込んでください。　　

区分 貸付額（月額）
高等学校、高等専
門学校（1～3学年）、
専修学校高等課程

国公立 10 ,000円
私　立 1 5 ,000円

大学、短期大学、
高等専門学校（4学
年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立 20 ,000円
私　立 25 ,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上のも
のに限る
貸付条件 市内に居住している世帯である
こと、市税を完納していること、学資が不
十分であることなど
返済 貸付額全額を卒業後6カ月据置、最長
10年間の毎月分割払い
申込 9月 1日（火）～ 1 5日（火）　※申請書
は8月3日（月）から市役所3階　教育総務
課、美笹支所および戸田公園駅前行政セン
ターで配付するほか、市ホームページから
も取得可

 教育総務課（内線326）

「戦没者遺児による慰霊友好親善
事業」の参加者
先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児
が旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を深めることを目
的としています。

イ ベ ン ト
おうちで体験「はにわづくり」
とき 9月 1 2日（土）、午前 10時～午後4時
ところ 郷土博物館　3階講座室
内容 古墳時代の「はにわ」をつくることが
できる「はにわづくり」キットを頒布
対象・キット数 小学生～高校生、1 5セッ

ト（粘土、台、竹べらなど）
費用 600円（材料費）
申込 8月29日（土）～、電話で事前予約　
※申込順。費用は当日支払い
受付時間 午前 10時～午後5時（正午～午
後 1時を除く）

 郷土博物館　443-5600

障害者のための就労相談会
とき 8月2 1日（金）、午後 1時～4時

ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
支援機関 障害者就労支援センタ―　
※左記日程には電話での相談も受け付けま
す。支援員から折り返し連絡しますので、
障害福祉課に電話してください　※左記日
程以外にも常時、就労相談（連絡先：47 1 -
9333　ＦＡＸ：47 1 -9334）を行ってい
ます

 障害福祉課　障害者支援担当（内線283）

Toda City Information
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図書館のイベント

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 8／26（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0人

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱 
夏休みスペシャル

8／5（水）、8（土）、 
1 2（水）、 1 9（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0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！」

8／23（日） 
① 1 3：30～ 1 4：1 0 
② 1 4：20～ 1 5：00

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 1年生以上、 
各5人

当日先着順
※ 1 3：20～
整理券配布

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会（小学生
向け）

8／ 1 6（日） 
1 4：00～ 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）

8／4、 1 1、 1 8、25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

赤ちゃんおはなし会 8／ 1 4（金）、28（金） 
1 0：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など

未就園児とその保
護者、4組（8人）

パルシアター 8／2（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『ゆかいなどうぶつた
ち ～りくのおともだち～ ライ
オン・トラ・チーター』

誰でも、 1 2人 研修室
（あいパル3階）

めざせ！図鑑マスター
8／ 1 2（水） 
① 1 4：00～ 1 5：00 
② 1 5：00～ 1 6：00

興味があるテーマを調べて図鑑
を使いこなし、図鑑マスターを
目指そう！

小学生、各4人 和室（あいパル2階）
8／5（水）～
※電話可、
申込順

申
込

○直接：費用を添えて直接各所へ　※申込順
○ 電話可：電話で各所へ。電話申込の場合は指定日まで
に参加費をお支払いください　 
※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

2018
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募 集
パブリック・コメント
◆戸田市屋外広告物条例の一部を改正す
る条例（骨子）
屋外広告物の規制緩和と安全管理の強化の
ために、「戸田市屋外広告物条例」を一部改
正します。その骨子について、市民の皆さ
んから意見を募集します。
募集期間 8月5日（水）～9月3日（木）
担当課 都市計画課（内線320）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-2200）または電子メール（to 
sikei@city.toda.saitama.jp）で　
※資料公開場所により受付時間が異なります
資料公開場所 担当課、市政情報コーナー、
各福祉センター、笹目コミュニティセンタ
ー（コンパル）、戸田公園駅前行政センター
2階、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）　
※市ホームページでも公開します

 庶務課（内線363）

10月からの奨学生
10月からの奨学生を募集します。今回の
募集は在学生が対象です。令和3年4月に
入学予定の方は、令和3年3月の募集の際
に申し込んでください。　　

区分 貸付額（月額）
高等学校、高等専
門学校（1～3学年）、
専修学校高等課程

国公立 10 ,000円
私　立 1 5 ,000円

大学、短期大学、
高等専門学校（4学
年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立 20 ,000円
私　立 25 ,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上のも
のに限る
貸付条件 市内に居住している世帯である
こと、市税を完納していること、学資が不
十分であることなど
返済 貸付額全額を卒業後6カ月据置、最長
10年間の毎月分割払い
申込 9月 1日（火）～ 1 5日（火）　※申請書
は8月3日（月）から市役所3階　教育総務
課、美笹支所および戸田公園駅前行政セン
ターで配付するほか、市ホームページから
も取得可

 教育総務課（内線326）

「戦没者遺児による慰霊友好親善
事業」の参加者
先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児
が旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を深めることを目
的としています。

ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
支援機関 障害者就労支援センタ―　
※左記日程には電話での相談も受け付けま
す。支援員から折り返し連絡しますので、
障害福祉課に電話してください　※左記日
程以外にも常時、就労相談（連絡先：47 1 -
9333　ＦＡＸ：47 1 -9334）を行ってい
ます

 障害福祉課　障害者支援担当（内線283）

参加費 10万円　※詳しくはお問い合わせ
ください
実施地域 旧満州、旧ソ連、西部ニューギ
ニア、東部ニューギニア、ソロモン諸島、
トラック諸島・パラオ諸島、ボルネオ島・
マレー半島、フィリピン、マリアナ諸島、
ミャンマー、タイ、バシー海峡、ビスマー
ク諸島、マーシャル諸島、中国

 日本遺族会事務局　03-3261 -552 1

市表彰式の該当者の推薦
市では、各分野での功績が顕著であり広く
市民の模範となる方を表彰する「市表彰式」
を行います。以下に該当する方がいました
ら、推薦をお願いします。
◆一般功労表彰
条件 ①善行、徳行卓越で他の模範となる
方　②産業の振興または土木の改良発達に
力を尽くし、優良な業績を収めた方　③学
芸上の研究、発明、改良、考案、著述など
を行い、文化の育成発展に尽力し、功績の
著しい方　④スポーツの競技会などで優秀
な成績を収め、郷土の名誉を高揚し、功績
の著しい方　⑤その他、特に表彰に値する
と認められる方
◆永年勤続表彰
条件 市内の同一事業所に継続して 10年ま
たは20年勤務し、勤務成績良好な方
申込 8月3日（月）～2 1日（金）午前9時～
午後5時に、功績内申書を市役所4階　政
策秘書室へ　※土・日曜日、祝日を除く。
郵送不可。功績内申書は政策秘書室で配布
しています

 政策秘書室（内線434）

荒川図画コンクール作品
河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓
発することを目的に、荒川の風景画を募集
します。入賞者には応募していただいた絵
をスタンドにして贈呈しますので、ぜひ応
募してください。
対象 小学生
応募期間 7月 1日（水）～9月 1 5日（火）
題材 荒川流域の川やダムの風景
申込 荒川上流河川事務所ホームページ内、
「令和2年度荒川図画コンクール」をご覧く
ださい

 荒川図画コンクール実行
委員会事務局（荒川上流河川
事務所調査課）　049-246-
6360

下水道の日作品コンクール
内容 下水道に関するポスター・書道・標
語作品の募集
対象 県内の小・中学校に在学、または県

内在住・在学・在勤者
申込 9月 10日（木）必着　※詳しくはお問
い合わせください

 県下水道公社　経営企画課　048-838-
8585

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

9／5
（土）

10：00～
1 1：30 ボランティア・

市民活動支援
センター9／ 19

（土）
10：00～

1 1：30

講習会
（協力会員
のみ）

8／ 1 8
（火）

9：30～
1 2：30

教育センター
2階会議室

8／26
（水）

9：30～
1 2：10

市役所5階
大会議室

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パート職員
職種 ①看護師　②補助支援員
募集人数 ① 1人　② 1人
資格 ①看護師（准看護師可）　②普通自動
車運転免許（要相談）
内容 ①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　②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
任用期間 随時～令和3年3月31日　※年
度更新する場合あり
勤務日時 ①月～金曜日のうち週4～5日、
午前9時～午後4時　②火、木曜日（週2
日）、午前8時30分～午後4時　※①②と
も休憩 1時間
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 ①時給 1 ,810円 　②時給990円 　
※①賞与あり
加入保険 ①健康保険、厚生年金、雇用保
険、①②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（〒335-0015　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

17

※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 8／26（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0人

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱 
夏休みスペシャル

8／5（水）、8（土）、 
1 2（水）、 1 9（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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、 1 0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！」

8／23（日） 
① 1 3：30～ 1 4：1 0 
② 1 4：20～ 1 5：00

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 1年生以上、 
各5人

当日先着順
※ 1 3：20～
整理券配布

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会（小学生
向け）

8／ 1 6（日） 
1 4：00～ 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）

8／4、 1 1、 1 8、25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

赤ちゃんおはなし会 8／ 1 4（金）、28（金） 
1 0：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など

未就園児とその保
護者、4組（8人）

パルシアター 8／2（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品『ゆかいなどうぶつた
ち ～りくのおともだち～ ライ
オン・トラ・チーター』

誰でも、 1 2人 研修室
（あいパル3階）

めざせ！図鑑マスター
8／ 1 2（水） 
① 1 4：00～ 1 5：00 
② 1 5：00～ 1 6：00

興味があるテーマを調べて図鑑
を使いこなし、図鑑マスターを
目指そう！

小学生、各4人 和室（あいパル2階）
8／5（水）～
※電話可、
申込順

申
込

○直接：費用を添えて直接各所へ　※申込順
○ 電話可：電話で各所へ。電話申込の場合は指定日まで
に参加費をお支払いください　 
※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

2018
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『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 8月26日（水）までに申込書を市役所4階　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 1 1月号、1 2月
号、1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

1 0／ 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

わせください
 福祉作業所もくせい園　445-8530

シルバー人材センター会員
とき ①8月5日（水）、午後2時～4時　
②8月6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歳以上の健康な市民、
①②とも各回 10人
申込 事前に電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

講 室座 ・ 教
就職支援セミナー
とき 9月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Ｃ
内容 就職活動に必要なことを学ぶ
対象・定員 求職中の方、20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
（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）

女性向け就職支援セミナー　
とき 9月3日（木）、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 自己理解と求人の見方・探し方
対象・定員 求職中の女性、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）または電話で　※費用
無料、申込順

 経済政策課（内線395）

起業支援セミナー
とき 8月27日（木）、午後6時30分～8時
30分
ところ 商工会館　会議室
内容 顧客ゼロから2,000人の顧客を獲得
したアナログマーケティング
講師 さいたま起業家協議会　黒

くろ
川
かわ

 幸
ゆき
博
ひろ
さん

対象・定員 起業に関心のある方、起業後
間もない方、20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.
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）

心理教育プログラム「びーらぶ」
とき ①8月～　② 1 2月～
ところ さいたま市
内容 DV（配偶者などからの暴力）につい
ての情報提供と対処スキルを学ぶ
対象 DV被害から逃れた後の母親と子（①
年中・年長学年　②小学校低学年、高学年）
定員 ①合計6組　②各学年8組　※費用無
料
申込 ①8月 1 4日（金）　② 1 2月4日（金）ま
でに電話で

 県男女共同参画課　048 -830-2925

イ ベ ン ト
おうちで古墳時代の「はにわ」を
つくってみよう
とき 9月 1 2日（土）、午前 10時～午後4時
ところ 郷土博物館　3階講座室
内容 「はにわづくり」キットを頒布します
対象・キット数 小学生以上、1 5セット（粘

市民大学認定講座
◆埼玉大学・市連携講座

※認定単位数：4単位
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、1 8人　※新型コロナウイルス感染防止のため、
募集人数を通常より減らしています
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）　※マスク着用
申込 8月3日（月）～、氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記
載して、電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）、市ホームペ
ージの申込フォーム、または電話で　※費用無料、申込順　

 市民大学事務局［生涯学習課内（内線342）］

回 とき ところ 内容 講師

1 9／ 19
（土）

1 4：00～
1 5：30

教育センター2階
会議室

メタ認知：
自分を見つめる
もう一人の自分

埼玉大学
教育学部教授
馬
ば
場
ば

 久
ひさ
志
し
さん

2 9／26
（土）

社会保障と財政
～いま知るべきこと、
問うべきこと～

埼玉大学人文社会科学
研究科准教授
高
たか
端
はし

 正
まさ
幸
ゆき
さん

3 10／3
（土）

感染症と数学
埼玉大学
理工学研究科教授
長
なが
澤
さわ

 壯
たけ
之
ゆき
さん

4 10／ 10
（土）

易しい問題、
難しい問題

埼玉大学
理工学研究科教授
伊
い
藤
とう

 和
かず
人
ひと
さん

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
※新型コロナウイルス対策の今後の進捗状況によって、中止・延期になる場合もあることをご承知おきください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 9／9、16、23の水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース
とも 

3 ,000円
（全3回分）

8／2（日）～
24（月）
※申込順、
電話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 9／9（水）～ 1 1（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 9／ 16（水）～ 18（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） 9／ 10、1 7、24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

コンパルの講座
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

◆暮らしに便利な
「ふろしき」の
包み方講座

9／9（水） 
13：30～15：00

3階
セミナールーム
302

日常生活に役立つ
「ふろしき」活用術
を学ぶ

中学生以上の
市内在住・在
勤者、20人

150円

ふろしき最低１枚（サ
イズ違いがあれば、
なお良い）、500mL
のペットボトル１本、
ティッシュ箱１箱、
菓子箱（25cm×
18cm前後）

野
の
島
じま

 孝
たか
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／3（木）

◆おじいちゃん
おばあちゃんに贈る
花を作ろう

9／ 13（日） 
10：00～12：00

2階
アトリエ

敬老の日に手づく
りで花の「ハーバ
リウム」の贈り物
をしよう

市内在住の
小学生、12人 800円 持ち帰り用袋・

タオル・飲み物
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／7（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
※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
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります

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

9／ 1 7（木） 
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
楽しく体を動かそう！

市民、親子 15組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

8／5（水）～ 
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

9／ 13（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、8組 700円

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

9／ 1、8、15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
［9／ 15（火）は7組］

各700円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

9／ 1 7、24、10／ 1、8、15の木曜日 
（全5回）
A ：10：00 ～ 10：50 
B ：1 1：10 ～ 12：00

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
の子どもと母親、12組
B：1～3歳未満の子ども
と母親、12組

各2,800円
8／7（金）～
※申込順、
電話可

ペルビックストレッチ
A・B

9／2、9、16、23、30の水曜日 
（全5回） 
Ａ ：10：30～ 1 1：45 
Ｂ ：13：30～ 14：45

骨盤を中心に全身を整え、
しなやかな体をつくる

Ａ：市民、23人
Ｂ：市民、15人 各3,300円

8／6（木）～
※申込順、
電話可

ハワイアンリトミック

9／ 15、29、10／6、20の火曜日
（全4回） 
Ａ ：9：45～ 10：30 
Ｂ ：10：45～ 1 1：30 
Ｃ ：1 1：45～ 12：30

ハワイアン楽器に触れ、音
楽に合わせて体を動かす 
※Ｃは兄弟の入室可。料金
などは窓口まで

Ａ：6カ月～ 1歳半までの
子どもと母親、14組 
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前 
までの子どもと母親、14組 
Ｃ：6カ月～幼稚園入園
前までの子どもと母親、
10組

各3,440円
8／7（金）～
※申込順、
電話可
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『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 8月26日（水）までに申込書を市役所4階　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 1 1月号、1 2月
号、1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

1 0／ 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

心理教育プログラム「びーらぶ」
とき ①8月～　② 1 2月～
ところ さいたま市
内容 DV（配偶者などからの暴力）につい
ての情報提供と対処スキルを学ぶ
対象 DV被害から逃れた後の母親と子（①
年中・年長学年　②小学校低学年、高学年）
定員 ①合計6組　②各学年8組　※費用無
料
申込 ①8月 1 4日（金）　② 1 2月4日（金）ま
でに電話で

 県男女共同参画課　048 -830-2925

市民大学認定講座

※認定単位数：4単位
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、1 8人　※新型コロナウイルス感染防止のため、
募集人数を通常より減らしています
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）　※マスク着用
申込 8月3日（月）～、氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記
載して、電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）、市ホームペ
ージの申込フォーム、または電話で　※費用無料、申込順　

 市民大学事務局［生涯学習課内（内線342）］

回 とき ところ 内容 講師

1 9／ 19
（土）

1 4：00～
1 5：30

教育センター2階
会議室

メタ認知：
自分を見つめる
もう一人の自分

埼玉大学
教育学部教授
馬
ば
場
ば

 久
ひさ
志
し
さん

2 9／26
（土）

社会保障と財政
～いま知るべきこと、
問うべきこと～

埼玉大学人文社会科学
研究科准教授
高
たか
端
はし

 正
まさ
幸
ゆき
さん

3 10／3
（土）

感染症と数学
埼玉大学
理工学研究科教授
長
なが
澤
さわ

 壯
たけ
之
ゆき
さん

4 10／ 10
（土）

易しい問題、
難しい問題

埼玉大学
理工学研究科教授
伊
い
藤
とう

 和
かず
人
ひと
さん

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
※新型コロナウイルス対策の今後の進捗状況によって、中止・延期になる場合もあることをご承知おきください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 9／9、16、23の水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース
とも 

3 ,000円
（全3回分）

8／2（日）～
24（月）
※申込順、
電話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 9／9（水）～ 1 1（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 9／ 16（水）～ 18（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） 9／ 10、1 7、24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

コンパルの講座
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

◆暮らしに便利な
「ふろしき」の
包み方講座

9／9（水） 
13：30～15：00

3階
セミナールーム
302

日常生活に役立つ
「ふろしき」活用術
を学ぶ

中学生以上の
市内在住・在
勤者、20人

150円

ふろしき最低１枚（サ
イズ違いがあれば、
なお良い）、500mL
のペットボトル１本、
ティッシュ箱１箱、
菓子箱（25cm×
18cm前後）

野
の
島
じま

 孝
たか
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／3（木）

◆おじいちゃん
おばあちゃんに贈る
花を作ろう

9／ 13（日） 
10：00～12：00

2階
アトリエ

敬老の日に手づく
りで花の「ハーバ
リウム」の贈り物
をしよう

市内在住の
小学生、12人 800円 持ち帰り用袋・

タオル・飲み物
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／7（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
※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
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります

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

9／ 1 7（木） 
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
楽しく体を動かそう！

市民、親子 15組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

8／5（水）～ 
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

9／ 13（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、8組 700円

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

9／ 1、8、15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
［9／ 15（火）は7組］

各700円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

9／ 1 7、24、10／ 1、8、15の木曜日 
（全5回）
A ：10：00 ～ 10：50 
B ：1 1：10 ～ 12：00

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
の子どもと母親、12組
B：1～3歳未満の子ども
と母親、12組

各2,800円
8／7（金）～
※申込順、
電話可

ペルビックストレッチ
A・B

9／2、9、16、23、30の水曜日 
（全5回） 
Ａ ：10：30～ 1 1：45 
Ｂ ：13：30～ 14：45

骨盤を中心に全身を整え、
しなやかな体をつくる

Ａ：市民、23人
Ｂ：市民、15人 各3,300円

8／6（木）～
※申込順、
電話可

ハワイアンリトミック

9／ 15、29、10／6、20の火曜日
（全4回） 
Ａ ：9：45～ 10：30 
Ｂ ：10：45～ 1 1：30 
Ｃ ：1 1：45～ 12：30

ハワイアン楽器に触れ、音
楽に合わせて体を動かす 
※Ｃは兄弟の入室可。料金
などは窓口まで

Ａ：6カ月～ 1歳半までの
子どもと母親、14組 
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前 
までの子どもと母親、14組 
Ｃ：6カ月～幼稚園入園
前までの子どもと母親、
10組

各3,440円
8／7（金）～
※申込順、
電話可
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『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 8月26日（水）までに申込書を市役所4階　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 1 1月号、1 2月
号、1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

1 0／ 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

わせください
 福祉作業所もくせい園　445-8530

シルバー人材センター会員
とき ①8月5日（水）、午後2時～4時　
②8月6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歳以上の健康な市民、
①②とも各回 10人
申込 事前に電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

講 室座 ・ 教
就職支援セミナー
とき 9月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Ｃ
内容 就職活動に必要なことを学ぶ
対象・定員 求職中の方、20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
（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）

女性向け就職支援セミナー　
とき 9月3日（木）、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 自己理解と求人の見方・探し方
対象・定員 求職中の女性、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）または電話で　※費用
無料、申込順

 経済政策課（内線395）

起業支援セミナー
とき 8月27日（木）、午後6時30分～8時
30分
ところ 商工会館　会議室
内容 顧客ゼロから2,000人の顧客を獲得
したアナログマーケティング
講師 さいたま起業家協議会　黒

くろ
川
かわ

 幸
ゆき
博
ひろ
さん

対象・定員 起業に関心のある方、起業後
間もない方、20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.
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）

心理教育プログラム「びーらぶ」
とき ①8月～　② 1 2月～
ところ さいたま市
内容 DV（配偶者などからの暴力）につい
ての情報提供と対処スキルを学ぶ
対象 DV被害から逃れた後の母親と子（①
年中・年長学年　②小学校低学年、高学年）
定員 ①合計6組　②各学年8組　※費用無
料
申込 ①8月 1 4日（金）　② 1 2月4日（金）ま
でに電話で

 県男女共同参画課　048 -830-2925

イ ベ ン ト
おうちで古墳時代の「はにわ」を
つくってみよう
とき 9月 1 2日（土）、午前 10時～午後4時
ところ 郷土博物館　3階講座室
内容 「はにわづくり」キットを頒布します
対象・キット数 小学生以上、1 5セット（粘

市民大学認定講座
◆埼玉大学・市連携講座

※認定単位数：4単位
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、1 8人　※新型コロナウイルス感染防止のため、
募集人数を通常より減らしています
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）　※マスク着用
申込 8月3日（月）～、氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記
載して、電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）、市ホームペ
ージの申込フォーム、または電話で　※費用無料、申込順　

 市民大学事務局［生涯学習課内（内線342）］

回 とき ところ 内容 講師

1 9／ 19
（土）

1 4：00～
1 5：30

教育センター2階
会議室

メタ認知：
自分を見つめる
もう一人の自分

埼玉大学
教育学部教授
馬
ば
場
ば

 久
ひさ
志
し
さん

2 9／26
（土）

社会保障と財政
～いま知るべきこと、
問うべきこと～

埼玉大学人文社会科学
研究科准教授
高
たか
端
はし

 正
まさ
幸
ゆき
さん

3 10／3
（土）

感染症と数学
埼玉大学
理工学研究科教授
長
なが
澤
さわ

 壯
たけ
之
ゆき
さん

4 10／ 10
（土）

易しい問題、
難しい問題

埼玉大学
理工学研究科教授
伊
い
藤
とう

 和
かず
人
ひと
さん

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
※新型コロナウイルス対策の今後の進捗状況によって、中止・延期になる場合もあることをご承知おきください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 9／9、16、23の水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース
とも 

3 ,000円
（全3回分）

8／2（日）～
24（月）
※申込順、
電話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 9／9（水）～ 1 1（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 9／ 16（水）～ 18（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） 9／ 10、1 7、24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

コンパルの講座
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

◆暮らしに便利な
「ふろしき」の
包み方講座

9／9（水） 
13：30～15：00

3階
セミナールーム
302

日常生活に役立つ
「ふろしき」活用術
を学ぶ

中学生以上の
市内在住・在
勤者、20人

150円

ふろしき最低１枚（サ
イズ違いがあれば、
なお良い）、500mL
のペットボトル１本、
ティッシュ箱１箱、
菓子箱（25cm×
18cm前後）

野
の
島
じま

 孝
たか
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／3（木）

◆おじいちゃん
おばあちゃんに贈る
花を作ろう

9／ 13（日） 
10：00～12：00

2階
アトリエ

敬老の日に手づく
りで花の「ハーバ
リウム」の贈り物
をしよう

市内在住の
小学生、12人 800円 持ち帰り用袋・

タオル・飲み物
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／7（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
※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
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります

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

9／ 1 7（木） 
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
楽しく体を動かそう！

市民、親子 15組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

8／5（水）～ 
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

9／ 13（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、8組 700円

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

9／ 1、8、15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
［9／ 15（火）は7組］

各700円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

9／ 1 7、24、10／ 1、8、15の木曜日 
（全5回）
A ：10：00 ～ 10：50 
B ：1 1：10 ～ 12：00

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
の子どもと母親、12組
B：1～3歳未満の子ども
と母親、12組

各2,800円
8／7（金）～
※申込順、
電話可

ペルビックストレッチ
A・B

9／2、9、16、23、30の水曜日 
（全5回） 
Ａ ：10：30～ 1 1：45 
Ｂ ：13：30～ 14：45

骨盤を中心に全身を整え、
しなやかな体をつくる

Ａ：市民、23人
Ｂ：市民、15人 各3,300円

8／6（木）～
※申込順、
電話可

ハワイアンリトミック

9／ 15、29、10／6、20の火曜日
（全4回） 
Ａ ：9：45～ 10：30 
Ｂ ：10：45～ 1 1：30 
Ｃ ：1 1：45～ 12：30

ハワイアン楽器に触れ、音
楽に合わせて体を動かす 
※Ｃは兄弟の入室可。料金
などは窓口まで

Ａ：6カ月～ 1歳半までの
子どもと母親、14組 
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前 
までの子どもと母親、14組 
Ｃ：6カ月～幼稚園入園
前までの子どもと母親、
10組

各3,440円
8／7（金）～
※申込順、
電話可
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『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 8月26日（水）までに申込書を市役所4階　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 1 1月号、1 2月
号、1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

1 0／ 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

心理教育プログラム「びーらぶ」
とき ①8月～　② 1 2月～
ところ さいたま市
内容 DV（配偶者などからの暴力）につい
ての情報提供と対処スキルを学ぶ
対象 DV被害から逃れた後の母親と子（①
年中・年長学年　②小学校低学年、高学年）
定員 ①合計6組　②各学年8組　※費用無
料
申込 ①8月 1 4日（金）　② 1 2月4日（金）ま
でに電話で

 県男女共同参画課　048 -830-2925

市民大学認定講座

※認定単位数：4単位
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、1 8人　※新型コロナウイルス感染防止のため、
募集人数を通常より減らしています
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）　※マスク着用
申込 8月3日（月）～、氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座名を記
載して、電子メール（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）、市ホームペ
ージの申込フォーム、または電話で　※費用無料、申込順　

 市民大学事務局［生涯学習課内（内線342）］

回 とき ところ 内容 講師

1 9／ 19
（土）

1 4：00～
1 5：30

教育センター2階
会議室

メタ認知：
自分を見つめる
もう一人の自分

埼玉大学
教育学部教授
馬
ば
場
ば

 久
ひさ
志
し
さん

2 9／26
（土）

社会保障と財政
～いま知るべきこと、
問うべきこと～

埼玉大学人文社会科学
研究科准教授
高
たか
端
はし

 正
まさ
幸
ゆき
さん

3 10／3
（土）

感染症と数学
埼玉大学
理工学研究科教授
長
なが
澤
さわ

 壯
たけ
之
ゆき
さん

4 10／ 10
（土）

易しい問題、
難しい問題

埼玉大学
理工学研究科教授
伊
い
藤
とう

 和
かず
人
ひと
さん

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
※新型コロナウイルス対策の今後の進捗状況によって、中止・延期になる場合もあることをご承知おきください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 9／9、16、23の水曜日 
14：00～ 16：00

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

各コース
とも 

3 ,000円
（全3回分）

8／2（日）～
24（月）
※申込順、
電話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 9／9（水）～ 1 1（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 9／ 16（水）～ 18（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） 9／ 10、1 7、24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

コンパルの講座
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

◆暮らしに便利な
「ふろしき」の
包み方講座

9／9（水） 
13：30～15：00

3階
セミナールーム
302

日常生活に役立つ
「ふろしき」活用術
を学ぶ

中学生以上の
市内在住・在
勤者、20人

150円

ふろしき最低１枚（サ
イズ違いがあれば、
なお良い）、500mL
のペットボトル１本、
ティッシュ箱１箱、
菓子箱（25cm×
18cm前後）

野
の
島
じま

 孝
たか
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／3（木）

◆おじいちゃん
おばあちゃんに贈る
花を作ろう

9／ 13（日） 
10：00～12：00

2階
アトリエ

敬老の日に手づく
りで花の「ハーバ
リウム」の贈り物
をしよう

市内在住の
小学生、12人 800円 持ち帰り用袋・

タオル・飲み物
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ

さん
8／3（月）

～

9／7（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
※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
※状況によっては延期・中止、定員の変更などがあります

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

9／ 1 7（木） 
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
楽しく体を動かそう！

市民、親子 15組
大人300円、
子ども（小学生
以下）200円、
1歳未満無料

8／5（水）～ 
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

9／ 13（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、8組 700円

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

9／ 1、8、15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
［9／ 15（火）は7組］

各700円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

9／ 1 7、24、10／ 1、8、15の木曜日 
（全5回）
A ：10：00 ～ 10：50 
B ：1 1：10 ～ 12：00

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
の子どもと母親、12組
B：1～3歳未満の子ども
と母親、12組

各2,800円
8／7（金）～
※申込順、
電話可

ペルビックストレッチ
A・B

9／2、9、16、23、30の水曜日 
（全5回） 
Ａ ：10：30～ 1 1：45 
Ｂ ：13：30～ 14：45

骨盤を中心に全身を整え、
しなやかな体をつくる

Ａ：市民、23人
Ｂ：市民、15人 各3,300円

8／6（木）～
※申込順、
電話可

ハワイアンリトミック

9／ 15、29、10／6、20の火曜日
（全4回） 
Ａ ：9：45～ 10：30 
Ｂ ：10：45～ 1 1：30 
Ｃ ：1 1：45～ 12：30

ハワイアン楽器に触れ、音
楽に合わせて体を動かす 
※Ｃは兄弟の入室可。料金
などは窓口まで

Ａ：6カ月～ 1歳半までの
子どもと母親、14組 
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前 
までの子どもと母親、14組 
Ｃ：6カ月～幼稚園入園
前までの子どもと母親、
10組

各3,440円
8／7（金）～
※申込順、
電話可
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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

8／6（木）、9／3（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
を相談

市内在住・
在勤・在学者

無料

当日随時受付
※混雑状況により対応
可能な人数で受付を終
了する場合があります

壮健大学① 
（歴史講座）

 9／2（水）
1 4：00～ 1 5：30

「伝説」はいかにして創られるか―
古代神話から現代都市伝説まで

50歳以上の
市民、1 2人

8／7（金）～

【市民大学認定講座】
壮健大学② 
（防災講座）

 9／9（水）
1 4：00～ 1 5：30 荒川と水防

50歳以上の
市民 1 2人と
一般募集6人

【市民大学認定講座】
壮健大学③
（人権講座）

 9／23（水）
1 4：00～ 1 5：30 人権問題について学ぶ

50歳以上の
市民 1 2人と
一般募集6人

壮健大学④
（健康講座）

10／ 1（木）
1 4：00～ 1 5：30

バランス体操
（健康維持の体操）

50歳以上の
市民、1 2人

教材費 100円
保険料50円

壮健大学⑤
（郷土史散策講座）

10／7（水）
1 4：00～ 1 5：30

健康郷土史
（美女木周辺）散歩

50歳以上の
市民、1 2人 保険料50円

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

8／8（土）、9／ 1 2
（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
困り事を相談

市内在住・
在勤・在学者

無料

当日随時受付
※混雑状況により対応
可能な人数で受付を終
了する場合があります

絵本の読み聞かせ
広場

8／8（土）
毎月第2土曜日
10：30～ 1 1：30
8／25（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

【市民大学認定講座】
ストレッチ・リズム
体操

9／ 1 5、29、10／6、
1 3、20の
毎週火曜日（全5回）
1 3：30～ 1 5：00

ストレッチ・リズム体操で
健康の増進を図る

市内在住・
在勤・在学者、
20人

250円
（保険料） 8／ 1 2（水）～

【市民大学認定講座】
インターネット講座

9／ 10（木）
10：00～ 16：00

インターネットの仕組みと接続方
法、キーワード検索と活用など

市内在住・
在勤・在学者、
8人

1 ,100円
（教材費） 8／5（水）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

8／ 16（日） 、9／20
（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
困り事を相談

市内在住・
在勤・在学者 無料

当日随時受付
※混雑状況により対応
可能な人数で受付を終
了する場合があります

【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、
10人

1 ,000円
（教材費） 受付中

初めての
フラダンス講座

9／ 1 7～ 1 2／ 10の毎
週木曜日（10／ 1 5を
除く・全 1 2回） 
10：45～ 1 1：45

初めての方でも楽しく
フラダンスを学ぶ

市内在住・
在勤・在学者、
8人

600円
（保険料） 8／ 1 8（火）～

公民館の講座 

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 7：15　 ※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、各公民館宛に送信（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
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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

児童センター こどもの国 開館時間は9：00～2 1：00。
★印は当日受付、●印は往復はがきで事前申し込みが必要。

8月August ま ち の 情 報

申込・問い合わせ
こどもの国　  443-2387
毎月第3水曜（今月は 19日）は
休館日です。
申込方法　●事前申込：往復はがきの往信
に講座名、参加者氏名（親子対象講座は親
子の氏名）、生年月日（親子対象講座は子の
生年月日）、住所、電話番号を、返信に住
所、氏名を記入して各締切日必着でこども
の国（〒335-0023 戸田市本町1 - 17-7）
へ　※応募多数は抽選
★当日受付講座：講座開始30分前から受付

全児童向け講座

★オリジナルカレンダーをつくろう
25日（火）① 1 1：00～　② 15：00～　
全児童（未就学児は保護者同伴）　各回先
着 1 5人
★おりがみタイム
30日（日）1 1：00～　
全児童（未就学児は保護者同伴）　先着 1 5
人

自主学習室（中高生対象）
休止中

こどもお悩み相談
10：30～ 16：00

未就学児向け講座

★すくすくサポート
31日（月）10：30～1 1：00　
未就学児と保護者
【持ち物】測定カード
●お誕生日会
31日（月）① 10：00～　② 1 1：00～　8
月生まれの未就学児と保護者　各回 10組
【申込】8月 1 5日（土）までに当館受付へ。
申し込み時に、お渡しする親子写真を撮り
ます
※開催できなかった3～7月が誕生月の子
については、直接お問い合わせください

※そのほかのイベント・講座を実施する場合は、決まり次第ホームページなどでお知らせします

児童センター プリムローズ 開館時間は9：00～ 18：00。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話可）。
各イベントの申し込みは 1日（土）より来館および電話で受け付けます。※受付時間は開館時間中

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422 -1033
毎月第 1月曜（今月は3日）は
休館日です。
※掲載している以外にも毎日イベントを実
施しています。詳しくはホームページをご
覧ください

8月のスペシャルイベント
★お池の水遊び
1日（土）、5日（水）、9日（日）、23日（日）　
※天候、気温により変更あり　① 1 1：00
～ 1 2：00　0～2歳の乳幼児と保護者　
② 1 3：00～ 1 4：00　3～5歳の幼児と保
護者　③ 1 4：30～ 1 5：30　小学生　
【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋　
※オムツが外れていない乳幼児は水遊びパ
ンツを着用してください
★夏のこわ～いお話し会
2日（日）1 5：30～ 16：00　全児童
★おばけやしき
16日（日）～20日（木）① 10：30～1 1：30　
② 14：00～16：00　全児童　
※参加方法はホームページをご覧ください
★サマークイズラリー！
4日（火）～14日（金）10：00～1 7：00　
全児童

★子育ておしゃべりサロン
「子育てのＷＡ！」
27日（木）10：30～12：00　0～3歳の未
就園児と保護者

乳幼児向けイベント
★おもちゃプリムランド
1 4日（金）10：30～ 1 2：00　未就学児と
保護者
★おもちゃの日
27日（木）10：30～14：00　0～3歳の未
就園児と保護者
★ちびっこコンサート
31日（月）1 1：00～ 1 1：30　未就学児と
保護者

将棋講座
●【登録制】将棋を指そう
8日（土）1 3：30～　駒の名前と動かし方
が分かる児童

子どもなんでも相談
1 1：00～ 16：00　お気軽にご相談くだ
さい

★ファミリーシネマ
1 2日（水）、 1 3日（木）1 4：30～ 1 5：30　
全児童
●プログラミング体験講座
「スクラッチ入門」
1 7日（月）14：00～16：00　小学3年生～
中学 1年生　6人
★お池でつかみどり
30日（日）1 1：00～ 1 2：00　全児童　
※参加方法はホームページをご覧ください

ものづくりの時間
★下敷きづくり　
8日（土）1 4：30～ 1 5：30　全児童
●押し花教室
22日（土）1 4：00～ 1 5：00　小学生以上　
1 5人

地域子育て支援拠点事業
★さんさん広場
①4日（火）、7日（金）、 1 1日（火）、 1 4日
（金）、 1 7日（月）、 1 8日（火）、2 1日（金）　
10：00～13：00　②24日（月）、25日（火）、
28日（金）、3 1日（月）10：00～ 1 4：00　
0～3歳の未就園児と保護者
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