
お 知 ら せ
特別定額給付金の申請は
9月7日（月）まで

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」に係る特別定額給付金の申請期限が
迫っています。期限を過ぎると受給でき
なくなりますので、ご注意ください。
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

市民体育祭地区大会の中止
10月 1 8日（日）に開催を予定していた市
民体育祭地区大会は、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受け、実行委員会にお
ける協議の結果、大会に関係する方々の
安全を第一に考え、中止を決定しました。

 市民体育祭地区大会実行委員会事務
局［文化スポーツ課内］（内線339）

シルバースポーツ大会の中止
毎年 10月に開催しているシルバースポ
ーツ大会は、新型コロナウイルス感染症
の感染防止の観点から、今年度は中止し
ます。

 長寿介護課（内線285）

証明書コンビニ交付サービスの停止
システムの入替作業のため、証明書コン
ビニ交付サービスを停止します。停止期
間中は市役所、美笹支所、戸田公園駅前出
張所の窓口で証明書を取得してください。

とき 交付停止する証明書

9／ 1 5（火） 全ての証明書

1 0／ 1（木）～31（土）戸籍証明書戸籍の附票の写し
 市民課（内線205）

図書館・郷土博物館の休館
蔵書点検および資料整理のため、次の期
間は休館となります。

ところ 休館日
中央図書館
郷土博物館 9／ 1 4（月）～19（土）

上戸田分館 1 0／5（月）～7（水）
下戸田分室
美笹分室 9／ 1 7（木）、1 8（金）

下戸田南分室 9／ 1 5（火）、1 6（水）

 図書館　442-2800／郷土博物館　
443-5600

スポーツセンター休場日
9月9日（水）は定期休場日、24日（木）
は機械保守点検のため、臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

入学準備金貸付
対象 市内に居住し、市税を完納してい
る方
条件 ○入学準備金の調達が困難　○市
内に居住し、市税を完納している連帯保
証人がいることなど

学校 貸付限度額
高校・高専・
専修学校高等課程

国公立　30万円
私　立　50万円

大学・短大・
専修学校専門課程

国公立　40万円
私　立　60万円

※返済は原則、貸付決定した翌年度の

10月から、月額 10 ,000円の分割払い
です（利子なし）
申込 10月 1日（木）～令和3年2月26日
（金）　申請書は9月1日（火）～、市役所3
階　教育総務課、美笹支所、戸田公園駅
前行政センターまたは市ホームページで
取得可　※受験前でも申請可。申請から
貸付まで2カ月程度かかります。貸付は
書類審査の上、決定します

 教育総務課（内線305）

市保養所「白田の湯」
1 2月29日（火）～令和3年 1月4日（月）の
利用（2泊まで）は、抽選で決定します。
申込用紙の配布期間 10月1日（木）～ 15
日（木）
配布場所 防犯くらし交通課、戸田公園
駅前行政センター、市内各公共施設、市
内3駅の広報ラック
申込 10月 1 5日（木）必着　※インター
ネットからの申込可

 保養所予約担当［防犯くらし交通課内］
433-22 13

成年被後見人の方の印鑑登録
条例の改正により、本人が窓口に来所し、
かつ法定代理人が同行した場合には、成
年被後見人も印鑑登録が可能となりまし
た。必要書類はお問い合わせください。

 市民課（内線661）

令和3・4年度建設工事請負等競争入札参加資格審査
（新規・更新）申請受付

「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理」の入札参加資格審査（新規・
更新）を、県と共同で実施します。

※登録は水道事業および下水道事業も含みます。申請書類の送付先など、詳しくは
市ホームページをご覧ください

 入札検査課（内線408）

新規申請 更新申請

受付期間 9／ 1（火）～25（金）
1 0／9（金）～1 1／ 1 3（金）
※「建設工事」のみを申請する場合は、1 0
／9（金）～1 1／26（木）

申請方法
申請書類を共同受付窓口 
（県総務部入札審査課）へ 
郵送
※持参不可、消印有効

県電子入札共同システムで電子申請し、申
請書類を共同受付窓口（県総務部入札審
査課）へ郵送
※持参不可、消印有効

申請書類など 県入札審査課ホームページから取得可
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都市計画用途地域等の
変更に係る都市計画案の縦覧

美女木東 1丁目地区の用途地域、高度地
区、防火地域および準防火地域の変更に
際し、「都市計画法」第 1 7条第 1項に基づ
き、都市計画案の縦覧を実施します。
◆都市計画案の縦覧
とき 9月25日（金）～ 10月9日（金）、午
前8時30分～午後5時 1 5分（土・日曜日、
祝日を除く）
ところ 市役所3階　都市計画課
◆意見書の提出
申込 10月9日（金）必着で、意見書を都
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

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

 都市計画課（内線324）

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の開
催
とき ①実施中　②詳細は決まり次第市
ホームページに掲載しますので、ご覧く
ださい
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

9月1日（火）〜10日（木）は
「屋外広告物適正化旬

じゅん

間
か ん

」です

看板などの落下・倒壊による事故が発生
しています。広告主は、看板などの安全
性確保のため、専門業者による点検を定
期的に受けましょう。

 都市計画課（内線320）

ジェネリック医薬品の利用
ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用
で、個人の薬剤費の自己負担が軽くなり、
国全体の医療費の適正化につながります。

市では「ジェネリック医薬品希望シール」
を被保険者証に同封していますので、被
保険者証やお薬手帳の余白部分に貼って
利用してください。

 保険年金課（国保：内線278／後期高
齢：内線277）

柔道整復師などの施術の保険適用
保険適用の範囲は、骨折、脱臼、打撲お
よび捻挫の施術を受けた場合です（骨折、
脱臼の場合は医師の同意が必要です）。
肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保
険適用外です。また、はり・きゅう・マ
ッサージの施術による保険適用には、医
師の診断書などが必要です。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
対象 市国民健康保険または後期高齢者
医療保険加入者

 保険年金課（国保：内線278／後期高
齢：内線277）

がんワンストップ相談
県では、働くがん患者の治療と仕事の両
立を支援するため、看護師、医療ソーシ
ャルワーカー、両立支援促進員などが相
談に対応しています。詳しくは、県ホー
ムページをご覧ください。
対象 県内在住または在勤の、就労中のが
ん患者の方　※休職中も含む
費用 無料
申込 電話、電子メール（a3590-06@p 
ref.saitama.lg.jp）または県ホームペ
ージで

 県疾病対策課　048 -830-3651

羽田空港見学会
とき 1 1月～令和3年 1月（全 1 5回）
ところ 羽田空港
内容 管制塔、整備工場、滑走路の見学
定員 各回 1 5人　※応募多数
は抽選。詳しくは国土交通省
ホームページをご覧ください

 国土交通省東京空港事務所　環境・
地域振興課　03-5757-302 1

公正証書・遺言相談
とき 9月9日（水）、午後 1時30分～4時
（受付：午後3時30分まで）　
※9月8日（火）午後3時までに要予約。相
談時間は30分、費用無料
ところ 市役所3階　相談室

内容 遺産相続や、金銭貸借、不動産賃
貸借、離婚に際しての慰謝料・養育費の
問題など、もめ事の防止に公正証書・遺
言相談をご利用ください。なお、川口公
証役場（048 -223-09 1 1）でも無料相
談を実施しています

 防犯くらし交通課（内線270）

《今月の納税》
国民健康保険税…第3期分
納期限は、9月30日（水）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、ご利用ください。
とき 9月6日（日）・10月4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
ベビージム、ベビーラック、子ども
靴（男児、13㎝）、喜沢中学校制服（女
子）、長靴（22㎝）、FAX付電話機、
ベビーバス、ホットカーペット、エ
レクトーン、石油ファンヒーター
● ゆずってください
学習机・イス、洋タンス、座イス、
子供乗せ自転車（後ろタイプ）、笹
目幼稚園制服（男児用）、三輪自転
車（大人用）
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

10月の日曜法律相談
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。
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とき 10月4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 10月2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）

イ ベ ン ト
令和3年成人式
とき 令和3年 1月 1 1日（祝・月）
ところ 文化会館
対象 平成 1 2年4月2日～平成 1 3年4月 1
日生まれの方
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
例年と異なる内容になります。詳しくは
市ホームページをご覧ください。内容は
順次更新します

 児童青少年課（内線669）

秋の子育てサロン
親同士のプチ交流会です。新型コロナウ
イルス感染拡大防止に配慮し、組数限定
で開催しますので、予約してお越しくだ
さい。
※申込順、費用無料
◆パパサロン
とき 9月 19日（土）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 戸田公園駅前　子育て広場
対象・定員 市内在住で0～3歳までの子
を育てる父親と子ども、6組　※託児あ
り（首が据わっていること）
申込 9月7日（月）、午前9時～、電話で
◆はじめましてサロン～戸田市に転入し
たばかりのママ・パパ向け
とき 9月25日（金）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 戸田第一小学校　学童保育室
対象・定員 市内に転入し、おおむね6カ
月以内で0～3歳の子がいる親子、また
はふれあい広場に初めて参加する親子、
4組　※託児あり（首が据わっているこ
と）
申込 9月7日（月）午前9時～、電話で
◆リフレッシュサロン
とき 9月30日（水）、午前 10時30分～

1 1時30分
ところ 西部福祉センター　親子ふれあ
い広場
対象・定員 0～3歳の子がいる親子、4
組（妊婦さんのみの参加も可）　※託児あ
り（首が据わっていること）
申込 9月7日（月）午前9時～、電話で

 こども家庭課（内線462）

戸田朝市
とき 9月 1 3日（日）
ところ 市内各店舗
内容 お店de朝市を開催。朝市限定価格
の商品などを提供します。営業時間は店
舗により異なります。詳しくは、戸田朝
市Facebookをご覧ください。
※ 1店舗で500円以上購入すると、次回
以降の朝市で使用できる 100円チケッ
トをプレゼント

 戸田朝市実行委員会 今村　
090-8345-4516

手形足形ぺったんアートで
世界に1つの時計作り

とき 9月26日（土）、①午後 1時30分～
2時20分　②午後3時～3時50分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 時計付きの真っ白なキャンバスに、
子どもの手形や足形を残し、成長記録作
品をつくる
対象・定員 市内在住の親子、各回6組
費用 1組 1 ,000円（教材費・保険料）
申込 9月5日（土）午前9時～ 19日（土）
午後7時　※先着順。各QRコードから
お申し込みください。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

家族で体力測定にチャレンジ！
〜体力テスト＆ボッチャ体験会〜

とき 10月 10日（土）、午前9時～正午
ところ スポーツセンター　第一競技場
内容 反復横とび、立ち幅とび、シャト
ルラン、ボッチャ体験会など
対象・定員 小学生以上64歳まで（令和2
年4月 1日現在）の市内在住・在勤・在学
者、40人　※感染リスクを考慮し、65
歳以上の測定および一部種目は実施しま

せん
持ち物 運動ができる服装、体育館シュ
ーズ、飲み物、タオルなど
申込 9月25日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、FAX（433-
3358）、電子メール（bunka-sport@
city.toda.saitama.jp）または文化ス
ポーツ課窓口、電話で　※申込順。費用
無料

 文化スポーツ課（内線339）

市民体育祭バドミントン大会
とき 10月4日（日）、午前9時～
ところ スポーツセンター
内容 男子ダブルス・女子ダブルス（上級、
中級、初級、初心者）
費用 1人 1 ,500円（保険料含む）
申込 9月22日（祝・火）までに、電子メ
ール（todabad1 1 1 @yahoo.co.jp）
へ　※詳しくは市バドミントン連盟ホー
ムページをご覧ください。中止の場合も、
ホームページで発表します

 市バドミントン連盟事務局 石田 
080-6606-4279

募 集
「第5次生涯学習推進計画」の
策定に向けた市民会議参加者

とき 10月 1 7日（土）、午後2時～4時30
分
ところ 市役所5階　大会議室
内容 市の生涯学習事業の課題や事業に
望むこと、目指すべき在り方などについ
て話し合うワークショップ
講師 目白大学社会学部地域社会学科　
教授：大

おお

西
にし

 律
りつ

子
こ

さん、准教授：高
たか

久
く

 聡
さと

司
し

さん 
対象・定員 市内在住・在勤者、3人（総
数は生涯学習に関する市民意識調査協力
者から募集した 1 2人を含む 1 5人となり
ます）　※謝礼なし
申込 9月 1 8日（金）までに、件名を「市
民会議参加希望」と記入して、氏名（ふり
がな）、年齢、住所、電話番号、参加動
機・抱負などを電子メール（kyo-syogai 
gaku@city.toda.saitama.jp）また
は電話で　※応募多数の場合は抽選

 生涯学習課（内線308）

① ②
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都市計画用途地域等の
変更に係る都市計画案の縦覧

美女木東 1丁目地区の用途地域、高度地
区、防火地域および準防火地域の変更に
際し、「都市計画法」第 1 7条第 1項に基づ
き、都市計画案の縦覧を実施します。
◆都市計画案の縦覧
とき 9月25日（金）～ 10月9日（金）、午
前8時30分～午後5時 1 5分（土・日曜日、
祝日を除く）
ところ 市役所3階　都市計画課
◆意見書の提出
申込 10月9日（金）必着で、意見書を都
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

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

 都市計画課（内線324）

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の開
催
とき ①実施中　②詳細は決まり次第市
ホームページに掲載しますので、ご覧く
ださい
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

9月1日（火）〜10日（木）は
「屋外広告物適正化旬

じゅん

間
か ん

」です

看板などの落下・倒壊による事故が発生
しています。広告主は、看板などの安全
性確保のため、専門業者による点検を定
期的に受けましょう。

 都市計画課（内線320）

ジェネリック医薬品の利用
ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用
で、個人の薬剤費の自己負担が軽くなり、
国全体の医療費の適正化につながります。

市では「ジェネリック医薬品希望シール」
を被保険者証に同封していますので、被
保険者証やお薬手帳の余白部分に貼って
利用してください。

 保険年金課（国保：内線278／後期高
齢：内線277）

柔道整復師などの施術の保険適用
保険適用の範囲は、骨折、脱臼、打撲お
よび捻挫の施術を受けた場合です（骨折、
脱臼の場合は医師の同意が必要です）。
肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保
険適用外です。また、はり・きゅう・マ
ッサージの施術による保険適用には、医
師の診断書などが必要です。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
対象 市国民健康保険または後期高齢者
医療保険加入者

 保険年金課（国保：内線278／後期高
齢：内線277）

がんワンストップ相談
県では、働くがん患者の治療と仕事の両
立を支援するため、看護師、医療ソーシ
ャルワーカー、両立支援促進員などが相
談に対応しています。詳しくは、県ホー
ムページをご覧ください。
対象 県内在住または在勤の、就労中のが
ん患者の方　※休職中も含む
費用 無料
申込 電話、電子メール（a3590-06@p 
ref.saitama.lg.jp）または県ホームペ
ージで

 県疾病対策課　048 -830-3651

羽田空港見学会
とき 1 1月～令和3年 1月（全 1 5回）
ところ 羽田空港
内容 管制塔、整備工場、滑走路の見学
定員 各回 1 5人　※応募多数
は抽選。詳しくは国土交通省
ホームページをご覧ください

 国土交通省東京空港事務所　環境・
地域振興課　03-5757-302 1

公正証書・遺言相談
とき 9月9日（水）、午後 1時30分～4時
（受付：午後3時30分まで）　
※9月8日（火）午後3時までに要予約。相
談時間は30分、費用無料
ところ 市役所3階　相談室

内容 遺産相続や、金銭貸借、不動産賃
貸借、離婚に際しての慰謝料・養育費の
問題など、もめ事の防止に公正証書・遺
言相談をご利用ください。なお、川口公
証役場（048 -223-09 1 1）でも無料相
談を実施しています

 防犯くらし交通課（内線270）

《今月の納税》
国民健康保険税…第3期分
納期限は、9月30日（水）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、ご利用ください。
とき 9月6日（日）・10月4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
ベビージム、ベビーラック、子ども
靴（男児、13㎝）、喜沢中学校制服（女
子）、長靴（22㎝）、FAX付電話機、
ベビーバス、ホットカーペット、エ
レクトーン、石油ファンヒーター
● ゆずってください
学習机・イス、洋タンス、座イス、
子供乗せ自転車（後ろタイプ）、笹
目幼稚園制服（男児用）、三輪自転
車（大人用）
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

10月の日曜法律相談
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。
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とき 10月4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 10月2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）

イ ベ ン ト
令和3年成人式
とき 令和3年 1月 1 1日（祝・月）
ところ 文化会館
対象 平成 1 2年4月2日～平成 1 3年4月 1
日生まれの方
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
例年と異なる内容になります。詳しくは
市ホームページをご覧ください。内容は
順次更新します

 児童青少年課（内線669）

秋の子育てサロン
親同士のプチ交流会です。新型コロナウ
イルス感染拡大防止に配慮し、組数限定
で開催しますので、予約してお越しくだ
さい。
※申込順、費用無料
◆パパサロン
とき 9月 19日（土）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 戸田公園駅前　子育て広場
対象・定員 市内在住で0～3歳までの子
を育てる父親と子ども、6組　※託児あ
り（首が据わっていること）
申込 9月7日（月）、午前9時～、電話で
◆はじめましてサロン～戸田市に転入し
たばかりのママ・パパ向け
とき 9月25日（金）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 戸田第一小学校　学童保育室
対象・定員 市内に転入し、おおむね6カ
月以内で0～3歳の子がいる親子、また
はふれあい広場に初めて参加する親子、
4組　※託児あり（首が据わっているこ
と）
申込 9月7日（月）午前9時～、電話で
◆リフレッシュサロン
とき 9月30日（水）、午前 10時30分～

1 1時30分
ところ 西部福祉センター　親子ふれあ
い広場
対象・定員 0～3歳の子がいる親子、4
組（妊婦さんのみの参加も可）　※託児あ
り（首が据わっていること）
申込 9月7日（月）午前9時～、電話で

 こども家庭課（内線462）

戸田朝市
とき 9月 1 3日（日）
ところ 市内各店舗
内容 お店de朝市を開催。朝市限定価格
の商品などを提供します。営業時間は店
舗により異なります。詳しくは、戸田朝
市Facebookをご覧ください。
※ 1店舗で500円以上購入すると、次回
以降の朝市で使用できる 100円チケッ
トをプレゼント

 戸田朝市実行委員会 今村　
090-8345-4516

手形足形ぺったんアートで
世界に1つの時計作り

とき 9月26日（土）、①午後 1時30分～
2時20分　②午後3時～3時50分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
内容 時計付きの真っ白なキャンバスに、
子どもの手形や足形を残し、成長記録作
品をつくる
対象・定員 市内在住の親子、各回6組
費用 1組 1 ,000円（教材費・保険料）
申込 9月5日（土）午前9時～ 19日（土）
午後7時　※先着順。各QRコードから
お申し込みください。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

家族で体力測定にチャレンジ！
〜体力テスト＆ボッチャ体験会〜

とき 10月 10日（土）、午前9時～正午
ところ スポーツセンター　第一競技場
内容 反復横とび、立ち幅とび、シャト
ルラン、ボッチャ体験会など
対象・定員 小学生以上64歳まで（令和2
年4月 1日現在）の市内在住・在勤・在学
者、40人　※感染リスクを考慮し、65
歳以上の測定および一部種目は実施しま

せん
持ち物 運動ができる服装、体育館シュ
ーズ、飲み物、タオルなど
申込 9月25日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、FAX（433-
3358）、電子メール（bunka-sport@
city.toda.saitama.jp）または文化ス
ポーツ課窓口、電話で　※申込順。費用
無料

 文化スポーツ課（内線339）

市民体育祭バドミントン大会
とき 10月4日（日）、午前9時～
ところ スポーツセンター
内容 男子ダブルス・女子ダブルス（上級、
中級、初級、初心者）
費用 1人 1 ,500円（保険料含む）
申込 9月22日（祝・火）までに、電子メ
ール（todabad1 1 1 @yahoo.co.jp）
へ　※詳しくは市バドミントン連盟ホー
ムページをご覧ください。中止の場合も、
ホームページで発表します

 市バドミントン連盟事務局 石田 
080-6606-4279

募 集
「第5次生涯学習推進計画」の
策定に向けた市民会議参加者

とき 10月 1 7日（土）、午後2時～4時30
分
ところ 市役所5階　大会議室
内容 市の生涯学習事業の課題や事業に
望むこと、目指すべき在り方などについ
て話し合うワークショップ
講師 目白大学社会学部地域社会学科　
教授：大

おお

西
にし

 律
りつ

子
こ

さん、准教授：高
たか

久
く

 聡
さと

司
し

さん 
対象・定員 市内在住・在勤者、3人（総
数は生涯学習に関する市民意識調査協力
者から募集した 1 2人を含む 1 5人となり
ます）　※謝礼なし
申込 9月 1 8日（金）までに、件名を「市
民会議参加希望」と記入して、氏名（ふり
がな）、年齢、住所、電話番号、参加動
機・抱負などを電子メール（kyo-syogai 
gaku@city.toda.saitama.jp）また
は電話で　※応募多数の場合は抽選

 生涯学習課（内線308）

① ②
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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、入
会説明会に参加してください。

日　程 場　所

入会
説明会

10／3
（土）

10：00
～1 1：30

ボランティア
・市民活動
支援
センター

10／ 1 7
（土）

10：00
～1 1：30

講習会
（協力会
員のみ）

1 1／ 10
（火）

9：30
～ 1 2：30

上戸田地域
交流センター
（あいパル）
多目的室

1 1／25
（水）

9：30
～ 1 2：10

教育センター
2階会議室

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
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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
9／2（水）、9（水）、 
12（土）、23（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

子供映画会
9／ 12(土) 
10：30～1 1：30 
※受付／ 10：15～

『14ひきのおつきみ』（24
分）『ゆかいなどうぶつたち
～りくのおともだち～パン
ダ・クマ・シロクマ』（28分）

児童または
一般、1 5人

託児サービス
9／3、10、24の 
木曜日 
10：00～13：00
（うち 1時間）

保護者が図書館の中でゆっ
くりと本を選んだり、学習
ができるように、保育士が
子どもを預かる

図書館の利用券
を持ち生後6カ
月～小学校就学
前の子どもを持
つ市民、4人程度

当日受付

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

9／20（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）

9／ 1、8、1 5、22、
29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
9／ 1 2（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

赤ちゃんおはなし会 9／ 1 1（金）、25（金） 
10：30～ 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 9／6（日） 
1 3：30～ 16：00

大人のパルシアター
上映作品『8 1 /2』 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（
み
ど
り
パ
ル
）

秋のいきものさがし
10／ 1 1（日） 
10：00～ 1 2：00 
※雨天中止

センターのまわりで秋の生
物（植物、昆虫、野鳥など）
を観察

小学３年生
以上、20人

100円

彩湖自然学習
センター

9／ 1 1
（金）～ 
※電話可

昆虫ウォッチング：秋
10／ 1 8（日）
10：00～1 2：00 
※雨天中止

彩湖周辺の昆虫と
自然の観察

誰でも（小学２
年生以下保護
者同伴）、20人

9／ 1 8
（金）～ 
※電話可

ネイチャークラフト 10／25（日） 
1 0：00～1 2：00 自然の素材を使って工作

300円 
（教材
費、保
険料）

9／25
（金）～ 
※電話可

彩湖でお月見
10／31（土）
1 8：30～20：30 
※曇雨天中止

秋の夜空の月を、望遠鏡で
のぞく

1 00円

9／29
（火）～ 
※電話可

セイタカアワダチソウを
ぬこう

1 1／ 1（日） 
1 0：00～1 2：00 
※雨天中止

セイタカアワダチソウを駆
除しながら、外来種につい
て学ぶ

1 0／ 1
（木）～ 
※電話可

オギのミミズクづくり 1 1／8（日） 
1 0：00～1 2：00

彩湖周辺で集めたオギでミ
ミズクをつくる

誰でも
（小学生以下保
護者同伴）、
20人

200円 
（教材
費、保
険料）

10／8
（木）～ 
※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
　彩湖自然学習センター
　（みどりパル） 

 422-999 1 10：00～ 16：30

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
職種 施設清掃業務
勤務地 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
勤務時間 ①午前8時～ 1 1時45分　②午
後 1時～4時30分　※①と②のシフト制。
勤務日数は応相談。希望休日考慮します
待遇 交通費支給（当社規定による）・制
服貸与・有給休暇あり
時給 1 ,020円

 上戸田地域交流センター 高橋　
229-3133

シルバー人材センター会員
説明会を開催します。
とき ①9月4日（金）、午後2時～4時　
②9月7日（月）、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

戸田市優良推奨品等
お店のこだわりの商品や独自の技術を、
「優良推奨品」に応募してみませんか。優
良推奨品等に認定されると、推奨品マー
クを用いて「戸田ブランド」としての販売
や宣伝・発信が可能になります。また、
市から戸田市優良推奨品等認定証が授与
され、市や商工会などが共同でＰＲに努
め、販売促進の支援を行います。イベン
トなどで景品として扱われたり出店でき
たりと、商品のＰＲの場が広がります。　
※ホームページで過去の認定品を紹介し
ています
申込 1 1月30日（月）までに商
工会へ

 商工会　441 -261 7

花と緑のまちづくりコンクール
市内の花壇などの優秀事例を表彰する
「花と緑のまちづくりコンクール」を行い
ます。昨年の秋～今年の夏までの間に撮
影した、お気に入りの花や緑の写真を応
募用紙に2枚添付し、ご応募ください。
応募期間 9月 1日（火）～30日（水）　

※消印有効
表彰部門 団体、学校、幼稚園、保育園、
企業、個人
応募用紙 市役所3階　みどり公園課窓口
で配布
申込 応募用紙に記入の上、郵送（〒33 
5-0031　戸田市美女木 1 1 56-4　エ
コス内　花と緑のまちづくりコンクール
宛）で

 花と緑のまちづくり実行委員会　事務
局 池上　090-2642-7037

彩の国動物愛護推進員
募集人数 30人
対象 20歳以上
募集期間 1 1月30日（月）まで
任期 令和3年4月 1日～令和6年3月31
日まで（3年間）
活動内容 動物の愛護と適正な飼養の重
要性への理解を深めるための啓発活動や
譲渡仲介の支援など
応募方法 応募要領（県生活衛生課ホーム
ページよりダウンロード、または県動物
指導センター、県内各保健所、市役所環
境課の窓口で取得可）を参照の上、必要
書類を県生活衛生課へ郵送
選考方法 書類審査および面接

 県生活衛生課　048 -830-3612

「彩の国埼玉環境大賞」の候補者
環境保全などに取り組む個人、県民団体、
環境負荷低減などに取り組む事業者を、
県知事が表彰します。
応募資格 県内で活動する団体、事業者、
個人　※自薦、他薦は不問
応募 詳細を県ホームページで確認し、
10月2日（金）までに県環境政策課へ

 県環境政策課　048 -830-3019

「令和2年度埼玉県介護職員
雇用推進事業等」参加者

①介護職員雇用推進事業
県内介護施設などでの就職希望者に対し、
介護職員初任者研修の受講（無料）、約3
カ月の介護事業所での研修（研修中・通
学中も給料支給）を希望の方に就職まで
支援します
②介護助手の養成・確保
60歳未満で、主に短時間での働き方を
希望の方に対し、県内介護施設などで介
護助手として働くための研修の受講（無

料）から就職までを支援します
申込 電話で

 シグマスタッフ大宮支店（県受託事業
者）　048 -782-51 73

講 室座 ・ 教
親子ボート教室
とき 9月 1 3日、20日、27日の日曜日
（全3回）、午後4時～6時
ところ ボートコース　※集合：県立戸田
第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学4年生以上の子と保護者、10組20人　
※先着順
費用 1組600円（保険料など）
持ち物 飲み物、タオル、着替え、帽子・
サングラスなど（日差しが強い場合）、運
動できる服装（裾の細いジャージなど）
申込 9月3日（木）～9日（水）　※電話可。
費用は初日に現地で集めます

 文化スポーツ課（内線339）

【市民大学認定講座】
家庭教育学級「子育て講演会」

とき 10月 13日（火）、午前 10時30分～
正午　※受付：午前 10時～
ところ 新曽福祉センター　ホール
内容 「ネットトラブルやネットいじめか
ら子どもを守る」～最新事例とその対処
法～
講師 全国ICTカウンセラー協会代表理
事・ネットいじめ対策協会代表理事：安

やす

川
かわ

 雅
まさ

史
し

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
1 5人
申込 9月3日（木）午前8時30分～、氏
名、電話番号、年代、種別（在住・在学・
在勤）、講座名を記入して、市ホームペ
ージの申込フォームまたは電子メール
（kyo-syogaigaku@city.toda.sai 
tama.jp）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）

就職支援セミナー　
応募書類の書き方とポイント

とき 10月13日（火）、午前9時30分～1 1
時30分
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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、入
会説明会に参加してください。

日　程 場　所

入会
説明会

10／3
（土）

10：00
～1 1：30

ボランティア
・市民活動
支援
センター

10／ 1 7
（土）

10：00
～1 1：30

講習会
（協力会
員のみ）

1 1／ 10
（火）

9：30
～ 1 2：30

上戸田地域
交流センター
（あいパル）
多目的室

1 1／25
（水）

9：30
～ 1 2：10

教育センター
2階会議室

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

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
9／2（水）、9（水）、 
12（土）、23（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

子供映画会
9／ 12(土) 
10：30～1 1：30 
※受付／ 10：15～

『14ひきのおつきみ』（24
分）『ゆかいなどうぶつたち
～りくのおともだち～パン
ダ・クマ・シロクマ』（28分）

児童または
一般、1 5人

託児サービス
9／3、10、24の 
木曜日 
10：00～13：00
（うち 1時間）

保護者が図書館の中でゆっ
くりと本を選んだり、学習
ができるように、保育士が
子どもを預かる

図書館の利用券
を持ち生後6カ
月～小学校就学
前の子どもを持
つ市民、4人程度

当日受付

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

9／20（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）

9／ 1、8、1 5、22、
29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
9／ 1 2（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

赤ちゃんおはなし会 9／ 1 1（金）、25（金） 
10：30～ 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 9／6（日） 
1 3：30～ 16：00

大人のパルシアター
上映作品『8 1 /2』 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（
み
ど
り
パ
ル
）

秋のいきものさがし
10／ 1 1（日） 
10：00～ 1 2：00 
※雨天中止

センターのまわりで秋の生
物（植物、昆虫、野鳥など）
を観察

小学３年生
以上、20人

100円

彩湖自然学習
センター

9／ 1 1
（金）～ 
※電話可

昆虫ウォッチング：秋
10／ 1 8（日）
10：00～1 2：00 
※雨天中止

彩湖周辺の昆虫と
自然の観察

誰でも（小学２
年生以下保護
者同伴）、20人

9／ 1 8
（金）～ 
※電話可

ネイチャークラフト 10／25（日） 
1 0：00～1 2：00 自然の素材を使って工作

300円 
（教材
費、保
険料）

9／25
（金）～ 
※電話可

彩湖でお月見
10／31（土）
1 8：30～20：30 
※曇雨天中止

秋の夜空の月を、望遠鏡で
のぞく

1 00円

9／29
（火）～ 
※電話可

セイタカアワダチソウを
ぬこう

1 1／ 1（日） 
1 0：00～1 2：00 
※雨天中止

セイタカアワダチソウを駆
除しながら、外来種につい
て学ぶ

1 0／ 1
（木）～ 
※電話可

オギのミミズクづくり 1 1／8（日） 
1 0：00～1 2：00

彩湖周辺で集めたオギでミ
ミズクをつくる

誰でも
（小学生以下保
護者同伴）、
20人

200円 
（教材
費、保
険料）

10／8
（木）～ 
※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
　彩湖自然学習センター
　（みどりパル） 

 422-999 1 10：00～ 16：30

あいパル清掃スタッフ
募集人数 若干名
職種 施設清掃業務
勤務地 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
勤務時間 ①午前8時～ 1 1時45分　②午
後 1時～4時30分　※①と②のシフト制。
勤務日数は応相談。希望休日考慮します
待遇 交通費支給（当社規定による）・制
服貸与・有給休暇あり
時給 1 ,020円

 上戸田地域交流センター 高橋　
229-3133

シルバー人材センター会員
説明会を開催します。
とき ①9月4日（金）、午後2時～4時　
②9月7日（月）、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

戸田市優良推奨品等
お店のこだわりの商品や独自の技術を、
「優良推奨品」に応募してみませんか。優
良推奨品等に認定されると、推奨品マー
クを用いて「戸田ブランド」としての販売
や宣伝・発信が可能になります。また、
市から戸田市優良推奨品等認定証が授与
され、市や商工会などが共同でＰＲに努
め、販売促進の支援を行います。イベン
トなどで景品として扱われたり出店でき
たりと、商品のＰＲの場が広がります。　
※ホームページで過去の認定品を紹介し
ています
申込 1 1月30日（月）までに商
工会へ

 商工会　441 -261 7

花と緑のまちづくりコンクール
市内の花壇などの優秀事例を表彰する
「花と緑のまちづくりコンクール」を行い
ます。昨年の秋～今年の夏までの間に撮
影した、お気に入りの花や緑の写真を応
募用紙に2枚添付し、ご応募ください。
応募期間 9月 1日（火）～30日（水）　

※消印有効
表彰部門 団体、学校、幼稚園、保育園、
企業、個人
応募用紙 市役所3階　みどり公園課窓口
で配布
申込 応募用紙に記入の上、郵送（〒33 
5-0031　戸田市美女木 1 1 56-4　エ
コス内　花と緑のまちづくりコンクール
宛）で

 花と緑のまちづくり実行委員会　事務
局 池上　090-2642-7037

彩の国動物愛護推進員
募集人数 30人
対象 20歳以上
募集期間 1 1月30日（月）まで
任期 令和3年4月 1日～令和6年3月31
日まで（3年間）
活動内容 動物の愛護と適正な飼養の重
要性への理解を深めるための啓発活動や
譲渡仲介の支援など
応募方法 応募要領（県生活衛生課ホーム
ページよりダウンロード、または県動物
指導センター、県内各保健所、市役所環
境課の窓口で取得可）を参照の上、必要
書類を県生活衛生課へ郵送
選考方法 書類審査および面接

 県生活衛生課　048 -830-3612

「彩の国埼玉環境大賞」の候補者
環境保全などに取り組む個人、県民団体、
環境負荷低減などに取り組む事業者を、
県知事が表彰します。
応募資格 県内で活動する団体、事業者、
個人　※自薦、他薦は不問
応募 詳細を県ホームページで確認し、
10月2日（金）までに県環境政策課へ

 県環境政策課　048 -830-3019

「令和2年度埼玉県介護職員
雇用推進事業等」参加者

①介護職員雇用推進事業
県内介護施設などでの就職希望者に対し、
介護職員初任者研修の受講（無料）、約3
カ月の介護事業所での研修（研修中・通
学中も給料支給）を希望の方に就職まで
支援します
②介護助手の養成・確保
60歳未満で、主に短時間での働き方を
希望の方に対し、県内介護施設などで介
護助手として働くための研修の受講（無

料）から就職までを支援します
申込 電話で

 シグマスタッフ大宮支店（県受託事業
者）　048 -782-51 73

講 室座 ・ 教
親子ボート教室
とき 9月 1 3日、20日、27日の日曜日
（全3回）、午後4時～6時
ところ ボートコース　※集合：県立戸田
第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学4年生以上の子と保護者、10組20人　
※先着順
費用 1組600円（保険料など）
持ち物 飲み物、タオル、着替え、帽子・
サングラスなど（日差しが強い場合）、運
動できる服装（裾の細いジャージなど）
申込 9月3日（木）～9日（水）　※電話可。
費用は初日に現地で集めます

 文化スポーツ課（内線339）

【市民大学認定講座】
家庭教育学級「子育て講演会」

とき 10月 13日（火）、午前 10時30分～
正午　※受付：午前 10時～
ところ 新曽福祉センター　ホール
内容 「ネットトラブルやネットいじめか
ら子どもを守る」～最新事例とその対処
法～
講師 全国ICTカウンセラー協会代表理
事・ネットいじめ対策協会代表理事：安

やす

川
かわ

 雅
まさ

史
し

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
1 5人
申込 9月3日（木）午前8時30分～、氏
名、電話番号、年代、種別（在住・在学・
在勤）、講座名を記入して、市ホームペ
ージの申込フォームまたは電子メール
（kyo-syogaigaku@city.toda.sai 
tama.jp）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）

就職支援セミナー　
応募書類の書き方とポイント

とき 10月13日（火）、午前9時30分～1 1
時30分
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ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
内容 企業への効果的なアピールにつな
がる応募書類（履歴書、職務経歴書）の
書き方・ポイントを学ぶ
対象・定員 求職中の方、20人（変更の
可能性あり）　※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.to 
da.saitama.jp）または電話で　※費
用無料、申込順

 経済政策課（内線397）

「TODA元気体操」
介護予防リーダー養成講座

「TODA元気体操」は重りを使って行う
介護予防の体操です。市内24カ所で定
期的に教室を開催しています（月4回程
度）。教室の運営・参加者への指導は、
この講座を受講した方が行っています。
あなたも介護予防リーダーとして地域で
活躍してみませんか？
とき 10月6日～ 1 1月24日の毎週火曜日
（全7回）、午後2時～4時　※1 1月3日（祝・
火）は除く
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
講師 県理学療法士会
定員 10人　※費用無料、申込順
申込 9月 1日（火）から電話で

 長寿介護課（内線292）

里親入門
とき 10月31日（土）、午後2時～4時
ところ 川口市並木公民館　視聴覚室
内容 里親制度の概要（講師：南児童相談
所職員）、里親体験談（講師：里親会南は
なみずき会里親）
対象 県民　※費用無料
申込 県南児童相談所（048-262-4152）
またはこども家庭課に電話で

 こども家庭課（内線450）

障害者スポーツ
「フライングディスク教室」

とき 10月 10日、1 1月 1 4日、1 2月 1 2
日の土曜日（全3回）、午前 10時～ 1 1時
30分

ところ 心身障害者福祉センター3階　軽
体育室
内容 フライングディスク（どなたでもで
きる内容です）
対象・定員 身体障害者、10人　※費用
無料
申込 9月2日（水）～ 10月7日（水）　
※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（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

心身障害児対象「音楽教室」
とき 9月 1 7日（木）～令和3年3月25日
（木）（全 19回）、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・中学生）、
若干名
申込 9月2日（水）～　※申込順、電話可

 心身障害者福祉センター　445-1 828

創業塾 in 戸田
とき 9月26日～ 10月 1 7日の土曜日（全
4回）、午前9時～正午
ところ 商工会館
内容 経営者に必要な基礎知識の習得や、
事業計画の策定をサポート
講師 株式会社ウィルパートナーズ代表
取締役：辺

へん

見
み

 香
か

織
おり

さん　ほか
費用 3 ,000円
対象・定員 4日間参加できる、市内での
創業希望者または創業後おおむね 1年以
内の方、20人
申込 住所、氏名（ふりがな）、年齢、性
別、電話番号、業種、事業者名（創業済
の方）を記入して電子メール（toda@sy 
okoukai.jp）または電話で　※状況に
より、ウェブ配信となる場合があります

 商工会　441 -261 7

点字講座
とき 9月28日～ 10月 19日の月曜日（全
4回）、午後 1時30分～3時30分
ところ 心身障害者福祉センター2階　団
体事務室
講師 丸

まる

山
やま

 恵
え

美
み

子
こ

さん
協力団体 市点訳グループ「きつつき」
対象・定員 視覚障害者、3人　※費用無
料

申込 9月2日（水）～　※申込順、電話可
 心身障害者福祉センター　445-1 828

埼玉未来大学　受講生
健康長寿を実現するプログラムや社会貢
献・社会的起業などを学ぶ「埼玉未来大
学」を開講します。
とき ① 10月～2月の土曜日（9日間）　②
10月～ 12月の土曜日（9日間）　③ 10月
～2月の土曜日（15日間）　④ 10月～3月
の水曜日（各4日間）
ところ 県民活動総合センター　ほか
内容 ①地域トラベルサポーター養成　
②レクリエーション介護士2級　③コミ
ュニティカフェ開設　④子どもの居場所
づくり（入門コース、ステップアップコ
ース）
対象・定員 満50歳以上の県民（令和2年
4月 1日現在）、各25人
費用 ①～③38,000円　④各 1 ,000
円
申込 9月 1 8日（金）必着　※募集案内は
市役所、公民館などで配布。日程など詳
しくはいきいき埼玉ホームページをご覧
ください

 いきいき埼玉　048 -728 -2299

Toda City Information
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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・延期になる場合があります

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Excel2013基礎 10／7、14、2 1の水曜日
14：00～ 16：00

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

9／2（水）～
25（金）
※申込順、電
話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 10／7（水）～9（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 10／8、15、22の木曜日
10：00～ 12：00

プレゼンテーショ
ンの基礎を学ぶ

◆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

黒糖まんじゅう作り
9／23（水） 
10：00～
1 2：00

2階キッチン
スタジオ

本格的な黒糖ま
んじゅうづくり

市内在住・
在勤者、
10人

200円 エプロン・タオル・
三角巾・マスク

金
かね

子
こ

 重
じゅう

吉
きち

さん
9／2（水）～
17（木）

パソコン
なんでも相談

毎週木曜日、
1 4：00～
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 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　
※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
※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

あいパル
親子コンサート 9／26（土）14：00～ 弦楽六重奏で

名曲を楽しむ 市民、親子 10組
大人600円、
子ども（小学生
以下）400円、
1歳未満無料 受付中

あいパルコンサート
vol.19　イブニング
コンサート

9／26（土）1 7：00～ 弦楽六重奏による
モーツァルトの夕べ 市民、35人 1 ,200円

再就職・転職の強み
「初心者のための
CAD教室」

10／ 1 1、18、25、1 1／ 1、8、
15、22、29、12／6、13の
日曜日（全 10回）
10：00～ 12：30

建築の図面や見取り図
の知識とCADの実技
を学ぶ

市民、12人 10,100円
9／5（土）～ 
※申込順、
電話可
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ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
内容 企業への効果的なアピールにつな
がる応募書類（履歴書、職務経歴書）の
書き方・ポイントを学ぶ
対象・定員 求職中の方、20人（変更の
可能性あり）　※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.to 
da.saitama.jp）または電話で　※費
用無料、申込順

 経済政策課（内線397）

「TODA元気体操」
介護予防リーダー養成講座

「TODA元気体操」は重りを使って行う
介護予防の体操です。市内24カ所で定
期的に教室を開催しています（月4回程
度）。教室の運営・参加者への指導は、
この講座を受講した方が行っています。
あなたも介護予防リーダーとして地域で
活躍してみませんか？
とき 10月6日～ 1 1月24日の毎週火曜日
（全7回）、午後2時～4時　※1 1月3日（祝・
火）は除く
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
講師 県理学療法士会
定員 10人　※費用無料、申込順
申込 9月 1日（火）から電話で

 長寿介護課（内線292）

里親入門
とき 10月31日（土）、午後2時～4時
ところ 川口市並木公民館　視聴覚室
内容 里親制度の概要（講師：南児童相談
所職員）、里親体験談（講師：里親会南は
なみずき会里親）
対象 県民　※費用無料
申込 県南児童相談所（048-262-4152）
またはこども家庭課に電話で

 こども家庭課（内線450）

障害者スポーツ
「フライングディスク教室」

とき 10月 10日、1 1月 1 4日、1 2月 1 2
日の土曜日（全3回）、午前 10時～ 1 1時
30分

ところ 心身障害者福祉センター3階　軽
体育室
内容 フライングディスク（どなたでもで
きる内容です）
対象・定員 身体障害者、10人　※費用
無料
申込 9月2日（水）～ 10月7日（水）　
※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（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

心身障害児対象「音楽教室」
とき 9月 1 7日（木）～令和3年3月25日
（木）（全 19回）、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・中学生）、
若干名
申込 9月2日（水）～　※申込順、電話可

 心身障害者福祉センター　445-1 828

創業塾 in 戸田
とき 9月26日～ 10月 1 7日の土曜日（全
4回）、午前9時～正午
ところ 商工会館
内容 経営者に必要な基礎知識の習得や、
事業計画の策定をサポート
講師 株式会社ウィルパートナーズ代表
取締役：辺

へん

見
み

 香
か

織
おり

さん　ほか
費用 3 ,000円
対象・定員 4日間参加できる、市内での
創業希望者または創業後おおむね 1年以
内の方、20人
申込 住所、氏名（ふりがな）、年齢、性
別、電話番号、業種、事業者名（創業済
の方）を記入して電子メール（toda@sy 
okoukai.jp）または電話で　※状況に
より、ウェブ配信となる場合があります

 商工会　441 -261 7

点字講座
とき 9月28日～ 10月 19日の月曜日（全
4回）、午後 1時30分～3時30分
ところ 心身障害者福祉センター2階　団
体事務室
講師 丸

まる

山
やま

 恵
え

美
み

子
こ

さん
協力団体 市点訳グループ「きつつき」
対象・定員 視覚障害者、3人　※費用無
料

申込 9月2日（水）～　※申込順、電話可
 心身障害者福祉センター　445-1 828

埼玉未来大学　受講生
健康長寿を実現するプログラムや社会貢
献・社会的起業などを学ぶ「埼玉未来大
学」を開講します。
とき ① 10月～2月の土曜日（9日間）　②
10月～ 12月の土曜日（9日間）　③ 10月
～2月の土曜日（15日間）　④ 10月～3月
の水曜日（各4日間）
ところ 県民活動総合センター　ほか
内容 ①地域トラベルサポーター養成　
②レクリエーション介護士2級　③コミ
ュニティカフェ開設　④子どもの居場所
づくり（入門コース、ステップアップコ
ース）
対象・定員 満50歳以上の県民（令和2年
4月 1日現在）、各25人
費用 ①～③38,000円　④各 1 ,000
円
申込 9月 1 8日（金）必着　※募集案内は
市役所、公民館などで配布。日程など詳
しくはいきいき埼玉ホームページをご覧
ください

 いきいき埼玉　048 -728 -2299
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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・延期になる場合があります

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Excel2013基礎 10／7、14、2 1の水曜日
14：00～ 16：00

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

9／2（水）～
25（金）
※申込順、電
話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 10／7（水）～9（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 10／8、15、22の木曜日
10：00～ 12：00

プレゼンテーショ
ンの基礎を学ぶ

◆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

黒糖まんじゅう作り
9／23（水） 
10：00～
1 2：00

2階キッチン
スタジオ

本格的な黒糖ま
んじゅうづくり

市内在住・
在勤者、
10人

200円 エプロン・タオル・
三角巾・マスク

金
かね

子
こ

 重
じゅう

吉
きち

さん
9／2（水）～
17（木）

パソコン
なんでも相談

毎週木曜日、
1 4：00～
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 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　
※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
※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

あいパル
親子コンサート 9／26（土）14：00～ 弦楽六重奏で

名曲を楽しむ 市民、親子 10組
大人600円、
子ども（小学生
以下）400円、
1歳未満無料 受付中

あいパルコンサート
vol.19　イブニング
コンサート

9／26（土）1 7：00～ 弦楽六重奏による
モーツァルトの夕べ 市民、35人 1 ,200円

再就職・転職の強み
「初心者のための
CAD教室」

10／ 1 1、18、25、1 1／ 1、8、
15、22、29、12／6、13の
日曜日（全 10回）
10：00～ 12：30

建築の図面や見取り図
の知識とCADの実技
を学ぶ

市民、12人 10,100円
9／5（土）～ 
※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

9／3（木）、10／ 1
（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
※混雑状況により受
付を終了する場合あ
り

【市民大学認定講座】
さわやか体操講座

10／8、1 5、22、29の
毎週木曜日（全4回）
1 4：00～ 1 5：30

楽しく無理なく体をほぐす
パドルジャークス（軽度の運動）

市内在住・
在勤・在学者、
6人

200円
（保険料）

9／8（火）～【市民大学認定講座】
古典文学講座

10／ 10、1 7、24の
毎週土曜日（全3回）
1 4：00～ 1 5：30

人間というもの　―古典作品に
描かれた様々な人物―

市内在住・
在勤・在学者、
8人

無料

親子ふれあい
料理講座

10／24（土）
10：00～ 1 2：00

親子で楽しみながらお菓子づく
りに挑戦する（館内試食なし）

小学生以上の
親子、4組
（8人）

1 ,200円
（教材費、
保険料）

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

9／ 1 2（土）、10／
10（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
※混雑状況により受
付を終了する場合あ
り

絵本の読み聞かせ
広場

9／29（火）
10：30～ 1 1：30

絵本の読み聞かせ・紙芝居など
（途中入退場可）

幼児・小学生・
保護者 当日随時受付

子どもバレエ
ストレッチ教室

10／ 10、1 1／ 1 4、
1 2／5、
R3.1／ 16、2／27
毎月１回・土曜日開
催（全5回）
1 1：00～ 1 2：00

楽しいバレエストレッチにより
成長期の筋肉や骨格を整える

市内の小学 1
～4年生、
1 2人

250円
（保険料） 9／2（水）～

【市民大学認定講座】
おとなの３Ｂ体操

10／27、1 1／ 10、
1 7、24、1 2／ 1の
火曜日、
1 3：30～ 1 5：00

「遊びの要素」「気軽に」「体に無
理なく」をキーワードに、誰でも
楽しめる健康体操で健康維持を
図る

市内在住・
在勤・在学者、
20人

350円
（教材費、
保険料）

9／23（水）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

9／20（日）、
10／ 1 8（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
※混雑状況により受
付を終了する場合あ
り

ハロウィン
プリザーブド
アレンジ講座

10／ 10（土）
1 3：30～ 1 5：30

プリザーブドフラワーを使用し、
ハロウィン向けアレンジをつくる

市内在住・
在勤・在学者、
8人

2,550円
（教材費、
保険料）

9／8（火）～

【市民大学認定講座】
歴史講座

10／23、30、
1 1／6の
毎週金曜日（全3回）
1 3：30～ 1 5：00

～室町から戦国、信長の時代へ～
第 1回：室町幕府成立から本能
寺の変まで／第2回：変わりゆ
く戦いと社会常識／第3回：歴
史の「虚」と「実」を探る

市内在住・
在勤・在学者、
1 5人

無料 9／ 1 5（火）～

子どもに食べさせた
いパンとケーキ作り
講座

10／24（土）
10：00～ 1 2：30

子どものためのパンやケーキを
楽しくつくる（館内試食なし）

市内在住・
在勤・在学者、
8人

800円
（材料費、
保険料）

9／ 16（水）～

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

Toda City Information

22

戸
田
市
広
報
09
月
号

戸
田
市
広
報
09
月
号

ＣＣ

2020/08/22
17:12:12

d920038

H 297 × W 210 mm

TRNL015-022A_NP_小川_CC.indd   22 2020/08/22   17:12


	P.015
	P.016
	P.017
	P.018
	P.019
	P.020
	P.021
	P.022

