
文化会館改修工事のお知らせ
現在、文化会館では大規模改修工事を行っ
ており、令和3年 1月上旬（予定）まで全館
休館しています。ご不便、ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解、ご協力をお願いします。
※事務室および総合受付は全館休館中も営
業しています
※全館休館期間中は、駐車場のご利用はで
きませんので公共交通機関をご利用ください

休館日・臨時休館日について
8月の休館日・臨時休館日は5日（水）、12
日（水）、19日（水）、26日（水）です。
※事務室および総合受付も営業しません
※その他、工事内容により臨時休館日が追
加となる場合があります

戸田音楽祭は「音楽をもっと身近に」をコンセプトに、市民から音楽祭事業を公募し、助成
事業として開催するものです。応募された全事業は、有識者などで構成する「戸田音楽祭
参加・助成事業選考会議」が、戸田音楽祭の参加事業としてふさわしい事業かどうかを審
査し、助成金の予定交付額を決定します。
第 1 4回戸田音楽祭参加・助成事業を次のとおり公募します。
【応募受付期間】 
受付中~9月30日（水）まで
◆エントリーされる団体などは、受付期間内に文化会館まで申請書類一式をご提出くださ
い。
【開催期間】 令和3年9月 1日（水）～令和4年3月31日（木）
◆開催期間内で実施できる音楽祭事業の申請となります。
※「第 1 4回戸田音楽祭参加・助成事業募集要綱」「第 1 4回戸田音楽祭参加・助成事業申請
書類」は文化会館にて配布中、文化会館ホームページからも取得可
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相談内容 相談日 時間 ところ
よろず相談／犯罪被害者支援総合相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 1 5分 防犯くらし交通課［3階］
法律相談 毎週火･金曜日 ※予約制 午前 1 0時～午後3時

市民相談室［3階］
● 1 1日（火）の法律相談はありません。
●法律相談は申込順。火曜日・金曜日の法律相
談の予約は前日、日曜法律相談の予約は前々日
（金曜日）の午前9時～午後5時までに、防犯く
らし交通課（内線270）へ。
●国税相談、土地家屋調査士相談、司法書士相
談、不動産相談は申込順。午前8時30分～午後
5時までに、防犯くらし交通課（内線270）へ。
●マンション管理士相談・公正証書・遺言相談、
犯罪被害者支援特設相談の予約は前日午後3時
まで。
※正午～午後 1時は休憩時間

司法書士相談 毎週木曜日 ※予約制 午前 1 0時～正午
日曜法律相談 8／2 (日) ※予約制 午前 1 0時～正午
マンション管理士相談 8／5(水) ※予約制 午後 1時～3時
国税相談 8／ 1 7 (月) ※予約制 午前 1 0時～午後3時
公正証書・遺言相談 8／ 1 2 (水) ※予約制 午後 1時30分～4時
土地家屋調査士相談 8／20(木) ※予約制 午前 1 0時～正午
犯罪被害者支援特設相談 8／26 (水) ※予約制 午後2時～4時
住まいの何でも相談 8／3 (月) 午後 1時～3時30分
行政書士相談 8／ 1 7 (月) 午前 1 0時～正午
不動産相談 8／ 1 7 (月)  ※予約制 午後 1時～3時
厚生年金・労務相談 8／24 (月) 午前 1 0時～午後3時
消費生活相談（振り込め詐欺・契約・
インターネットトラブルなど） 月～金曜日 午前 1 0時～午後4時

※受付：午後3時30分まで 消費生活センター［3階防犯くらし交通課内］
●多重債務相談、家計相談は申込順。予約は午
前 1 0時～午後3時に　 433-5724（直通）へ。
※正午～午後 1時は休憩時間

多重債務相談 毎週月･木曜日 ※予約制 午前 1 0時～午後4時
※受付：午後3時まで

家計相談 8／7 (金) ※予約制 午前 1 0時～午後4時
※受付：午後3時まで

外国人法律相談 第2水曜日 午後2時～5時 国際交流協会　  434 -5690

市民相談日

第14回戸田音楽祭事業 相談窓口
日程の調整や予算書の組み方・その他不明な点など、お気軽にご相談ください（要予約）

 445-131 1　FAX／445-1310
電子メール／toda_ongakusai@todacity-culturehall.jp

電話案内
●消防テレホンガイド  

 0180-994-996
●防災とだテレホンサービス  
b0120-13-8882
●粗大ごみ専用ダイヤル  

 424-5747

ボートレース開催日程
2日(日)～7日(金) 「スポーツ報知サマーカップ」
11日(火)～ 16日(日) 「第43回戸田ボート大
賞・サンケイスポーツ杯」
21日(金)～24日(月) 「サッポロビールカップ」
※新型コロナウイルス感染症対策のため、無
観客開催となる場合があります。詳しくはホー
ムページをご覧ください

【9月11日（金）まで】
第 130期ボートレーサー募集
15歳以上30歳未満で、未経験から目指せる
プロアスリートです。
※応募期間内に申請書類などの提出が必要です
※詳しくは下記電話番号の「ボートレース戸
田 選手募集係」までお問い合わせください

441-6026　※募集期間中10：00～ 16：
30受付

YouTube
予想トーク番組
「WINWIN LIVE戸田」
レース開催期間中、毎日第5レー
スよりLIVE配信！

公式チャンネル

ボートレース戸田

問い合わせ 戸田競艇企業団　  441-7711

文化会館
 445- 1 3 1 1

※工事の進捗状況により、全館休館期間が変更となる可能性が
あります。最新情報は文化会館ホームページをご確認ください
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診療科目
●  内科、小児科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、整形外科、耳鼻咽喉科 
診療科目によっては、診療日が決まっている場合があります

受付時間
● 月曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後2時～5時
● 火～金曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後 1時30分～5時
● 土曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後 1時30分～4時
● 予防接種：月・水・金曜日（要予約）

※当面の間、毎週火曜日午後は外来診療の受付時間を短縮し、午後2時30分ま
でとします。最新の情報は市ホームページでご確認ください

県精神科救急情報センター
 048-723-8699（ハローキューキュー）

夜間・休日に、精神疾患を有する方や、その家族などからの緊急的な精神科医療相談を、電
話で受け付けています（県在住者が対象）。　※非通知設定の電話はつながりません
受付時間　月～金曜日：午後5時～翌朝8時30分、土・日曜日、祝日：午前8時30分～翌朝8時30分
問い合わせ　県立精神保健福祉センター　 048-723-3333

市民医療センター
戸田市美女木4-20-1

 421-41 14　FAX 421-4218
国際興業バス 西川口ー北戸田線 
●「市民医療センター」下車
tocoバス（美笹循環） 
●「市民医療センター」下車

救急電話相談 眠れない話
　新型コロナウイルスが心配で眠れない日々もようや
く一段落と思ったら、今度は暑くて眠れない、そんな
季節になりました。現在日本では、約5人に１人が不眠
だそうです。そもそも睡眠は、体や脳を休ませて体を
成長させたり、記憶を整理したりするといった役割を果
たしています。そのため、不眠は歩行障害・転倒や認
知機能の低下といった症状を引き起こす可能性がある
といわれています。同様に、生活習慣病の高血圧、糖
尿病、脂質異常症との関連も指摘されており、1日６～
７時間の睡眠をとっている人達はこれらの病気も少ない
との報告もあります。
「それを考えるともっと眠れなくなっちゃう！」という
方、市民医療センターでは睡眠時無呼吸症候群の検査
を行っています。生活習慣病に睡眠時無呼吸症候群が
隠れていることがあります。健康診断で生活習慣病を
指摘された方はご相談ください。
　健康の基本は良い睡眠から。しっかり休んで、体調
を整えていきましょう。

問い合わせ　市民医療センター　 42 1 - 4 1 1 4

年齢を問わず、急な病気（発熱、下痢、嘔
おう

吐
と

など）やけがの、家庭での対処方法や医療機関
の受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。判断に迷ったときは気軽にご連
絡ください。
※  AI救急相談も行っています。電話が苦手な方でも気軽に相談ができます。
県医療整備課のホームページか、右のQRコードから、スマートフォンや
パソコンでご利用ください。この電話相談およびAI救急相談は助言を行
うもので、診断や治療を行うものではありません

問い合わせ　県医療整備課　 048-830-3559

（ダイヤル回線、IP電話、PHS、
都県境の地域でご利用の場合）048-824-4199♯7 1 19

24時間相談対応　年中無休

（コンパル）

【内科・小児科】 ※詳しくは蕨戸田市医師会ホームページをご覧ください
戸田休日・平日夜間急患診療所
●蕨戸田市医師会館となり
8月は開所しません。

蕨休日・平日夜間急患診療所
●蕨市福祉・児童センター内　 431 -261 1
休日診療日　8／2、9、10、16、23、30、9／6、13
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　8月・9月
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く

【小児科】※平日夜間診療時間のあと
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間　午後 10時30分～翌朝 7時
※受診される場合は、必ず事前に各医療機関に電話でお問い合わせください
月・水・木・金曜日　●戸田中央総合病院（戸田市本町 1 -19-3　 442-1 1 1 1）
火曜日　●済生会川口総合病院（川口市西川口5-1 1 -5　 253- 1551）

【産婦人科】診療時間 午前9時～正午、午後 1時～5時

※ 当番医は変更になる場合もあります。受診前に必ず電話でお問い合わ
せください。受診は急患のみです

休日・平日夜間の診療機関（急患）かかりつけ医を持ち、早めの受診を心掛けましょう
※休日・平日夜間の診療機関は、診療時間内に受付を済ませてください

8月2日 (日) 桜公園クリニック　 446-3950
戸田市新曽南3-1 2 -1 8

8月9日 (日) 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

8月 1 0日 (祝・月) 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

8月 1 6日 (日) 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

8月23日 (日) 白石はなももレディースクリニック　 434 -4809
戸田市新曽2200-2 ロイヤルメドゥ北戸田2F

8月30日 (日) 西村レディースクリニック　 447-531 1
戸田市本町3-1 5 -2 1

9月6日 (日) 飯田クリニック　 441 -2730
蕨市南町2 -1 4 - 8

9月 1 3日 (日) 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

医療だより
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