
お 知 ら せ
令和3年成人式
とき 令和3年 1月 1 1日（祝・月）　
※感染症対策のため、中学校区により午
後の時間帯を2回に分けて実施
ところ 文化会館　大ホール
案内状は 1 1月 1日時点で戸田市在住の
方へ 1 2月上旬に郵送。状況により中止
を含め変更の可能性がありま
す。市ホームページをご覧く
ださい

 児童青少年課（内線669）

令和3年戸田市賀詞交歓会の中止
例年 1月に開催している戸田市賀詞交歓
会は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、中止します。

 政策秘書室（内線434）

スポーツセンター休場日・
年末年始の営業予定

1 2月8日（火）は機械保守点検のため臨
時休場、9日（水）は定期休場日のため休
場します。屋内プールは7日（月）～ 1 3日
（日）まで水の入れ替えのため、臨時休場
します。年末は 1 2月29日（火）午後9時
まで、年始は令和3年 1月5日（火）午前9
時から営業します。

 スポーツセンター　443-3523

さくらパルとTIFAの臨時休館
高圧受電設備交換修繕作業のため、さく
らパルと国際交流協会（TIFA）は、令和
3年 1月 16日（土）に臨時休館します。

 新曽南多世代交流館（さくらパル）22 
9-1061／国際交流協会　434 -5690

『とだオールカード』
ポイント利用サービス終了

とき 1 2月31日（木）まで　※満点カード
の利用は令和3年2月28日（日）まで延長
内容 1 2月中はポイントおまとめサービ
スを実施。詳しくはお問い合わせください

 戸田市商業（協）事務局［市商工会館

内］　441 -2727

年金受給額を増やしたい方へ
国民年金保険料を納付中の方や65歳未
満の任意加入の方は、定額保険料に付加
保険料の400円を上乗せすることで、将
来の年金受給額を増額できます。申し込
みをした月からの加入となりますので、
さかのぼって過去分を納付することはで
きません。また、第3号被保険者や国民
年金基金加入者は利用できません。

 保険年金課（内線2 13）

河川などの異常水質事故防止にご協力を
年末年始は、大掃除や、施設の再始動に
よる廃油や汚水の流出が増え、河川の異
常水質事故に繋がります。事業者は以下
に注意してください。
●施設の運転停止、始動時のバルブ、ス
イッチなどの点検と確認
●グリーストラップの定期的な清掃
●溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、
廃棄物の適正な処理・処分

 県中央環境管理事務所　048 -822-
5199／環境課（内線387）

新型コロナウイルス対策市民活
動支援補助金の2次募集

募集期間 1 2月 1日（火）～令和3年2月
19日（金）　※補助対象期間は2月28日
（日）まで。審査あり。申請から決定まで
5営業日程度かかります
対象 市内で新型コロナウイルス感染症
対策に係る社会貢献事業を行う市民活動
団体、またはNPO法人
補助額 1事業あたり最大 10万円　
※予算に達し次第終了

 協働推進課（内線435）

歳末たすけあい福祉事業（食料支援）
とき 1 2月22日（火）、23日（水）、午前
10時～午後7時　※来所時間は申込時に
決定
ところ 福祉保健センター
内容 米、インスタントラーメン、レトル
ト食品などの無料配布
対象・定員 市内在住で、新型コロナウイ

ルス感染症などの影響により収入が減少
し、生活に不安があり、上記2日の指定時
間に来所可能な世帯、300世帯
持ち物 身分証明書など住所が分かるもの
申込 1 2月3日（木）～ 1 8日（金）午前9時
～午後5時、電話または直接来所で　
※土・日曜日、祝日は除く。詳しくは社会
福祉協議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会［福祉保健センター　
内］　442-0309

フードドライブ用
食料寄附のお願い

「フードドライブ」とは、賞味期限内だが
不要となった食料を提供いただき、必要
とする方に配布する取り組みです。
とき 1 2月 10日（木）、1 1日（金）、午前
9時～午後4時
ところ 福祉保健センター
【受付できるもの】
賞味期限がおおよそ 1カ月以上先のもの、
常温保存のもの、未開封のもの
【受付できないもの】
包装や外装が破損しているもの、生鮮食
品や冷凍食品、包装や外装を他のものに
移し替えたもの、瓶詰めの食品
申込 上記日時に直接来所にて食料品を
お持ちください　※詳しくは社会福祉協
議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会［福祉保健センター内］　
442-0309

人材確保や雇用課題の解決支援
内容 ①テレワーク導入支援セミナー　
②テレワーク・ECサイト導入支援コン
サルティング　③人材確保力強化セミナ
ーの開催　④求人情報サイトへの求人情
報無料掲載　※詳しくは市ホームページ
をご確認ください
とき ① 1 2月9日（水）、テレワーク導入
後の課題「4つの壁」と解決方法　② 1 2
月上旬から実施予定　③第3回 1 2月 1 5
日（火）、採用成功につながる求人票作成
のための設計図　④実施中
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

生産緑地地区の
都市計画変更案の縦覧

都市計画法第 1 7条第 1項に基づき、生産
緑地地区の都市計画変更案の縦覧を行い
ます。
◆都市計画変更案の縦覧
とき 1 2月9日（水）～23日（水）、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）

e-Taxで確定申告を便利に
国税庁ホームページ内の「確定申告書等
作成コーナー」で申告書を作成し、①「マ
イナンバーカード」または②「ＩＤ・パス
ワード」により、e-Taxでの申告が可能
です。
※①マイナンバーカードに加えて、IC
カードリーダライタまたは認証対応スマ
ホが必要です。②事前に税務署でのID・
パスワードの登録が必要です。年明けか
らは混雑しますので、年内の手続きをお
願いします

 西川口税務署　048 -253-4061

コミュニティソーシャルワーカー
出張相談会

どこへ相談すればよいか分からない悩み
ごとや困りごとをご相談ください。ソー
シャルワーカーが相談を受けます。市内
在住者が利用できます。
【新曽地区】
とき 1 2月 16日（水）、午前 10時～正午
ところ 新曽福祉センター2階　第 1会議室
【笹目地区】
とき 1 2月 10日（木）、午前 10時～正午
ところ 笹目コミュニティセンター（コン
パル）3階　セミナールーム（302）
【美女木地区】
とき 1 2月 1 8日（金）、午前 10時～正午
ところ 西部福祉センター2階　第 1会議室

 社会福祉協議会　444 -0500

少年自然の家の売却（一般競争入札）
今年度末で廃止される本施設を売却しま
す。入札参加申込期間は 12月15日（火）
～28日（月）です。 詳しくは市
ホームページをご覧ください。

 資産経営室（内線422）

Toda City Information
市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！
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ルス感染症などの影響により収入が減少
し、生活に不安があり、上記2日の指定時
間に来所可能な世帯、300世帯
持ち物 身分証明書など住所が分かるもの
申込 1 2月3日（木）～ 1 8日（金）午前9時
～午後5時、電話または直接来所で　
※土・日曜日、祝日は除く。詳しくは社会
福祉協議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会［福祉保健センター　
内］　442-0309

フードドライブ用
食料寄附のお願い

「フードドライブ」とは、賞味期限内だが
不要となった食料を提供いただき、必要
とする方に配布する取り組みです。
とき 1 2月 10日（木）、1 1日（金）、午前
9時～午後4時
ところ 福祉保健センター
【受付できるもの】
賞味期限がおおよそ 1カ月以上先のもの、
常温保存のもの、未開封のもの
【受付できないもの】
包装や外装が破損しているもの、生鮮食
品や冷凍食品、包装や外装を他のものに
移し替えたもの、瓶詰めの食品
申込 上記日時に直接来所にて食料品を
お持ちください　※詳しくは社会福祉協
議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会［福祉保健センター内］　
442-0309

人材確保や雇用課題の解決支援
内容 ①テレワーク導入支援セミナー　
②テレワーク・ECサイト導入支援コン
サルティング　③人材確保力強化セミナ
ーの開催　④求人情報サイトへの求人情
報無料掲載　※詳しくは市ホームページ
をご確認ください
とき ① 1 2月9日（水）、テレワーク導入
後の課題「4つの壁」と解決方法　② 1 2
月上旬から実施予定　③第3回 1 2月 1 5
日（火）、採用成功につながる求人票作成
のための設計図　④実施中
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

生産緑地地区の
都市計画変更案の縦覧

都市計画法第 1 7条第 1項に基づき、生産
緑地地区の都市計画変更案の縦覧を行い
ます。
◆都市計画変更案の縦覧
とき 1 2月9日（水）～23日（水）、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）

e-Taxで確定申告を便利に
国税庁ホームページ内の「確定申告書等
作成コーナー」で申告書を作成し、①「マ
イナンバーカード」または②「ＩＤ・パス
ワード」により、e-Taxでの申告が可能
です。
※①マイナンバーカードに加えて、IC
カードリーダライタまたは認証対応スマ
ホが必要です。②事前に税務署でのID・
パスワードの登録が必要です。年明けか
らは混雑しますので、年内の手続きをお
願いします

 西川口税務署　048 -253-4061

コミュニティソーシャルワーカー
出張相談会

どこへ相談すればよいか分からない悩み
ごとや困りごとをご相談ください。ソー
シャルワーカーが相談を受けます。市内
在住者が利用できます。
【新曽地区】
とき 1 2月 16日（水）、午前 10時～正午
ところ 新曽福祉センター2階　第 1会議室
【笹目地区】
とき 1 2月 10日（木）、午前 10時～正午
ところ 笹目コミュニティセンター（コン
パル）3階　セミナールーム（302）
【美女木地区】
とき 1 2月 1 8日（金）、午前 10時～正午
ところ 西部福祉センター2階　第 1会議室

 社会福祉協議会　444 -0500

少年自然の家の売却（一般競争入札）
今年度末で廃止される本施設を売却しま
す。入札参加申込期間は 12月15日（火）
～28日（月）です。 詳しくは市
ホームページをご覧ください。

 資産経営室（内線422）

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、13cm）、石油ファンヒー
ター、もちつき機、ベビーベッド、
フラダンス用スカート、ダイエット
器具、テレビ、子ども服（女児、70
～ 80cm）
● ゆずってください
大人用自転車、子ども用自転車、子
ども服（男児、90cm以上）、ぶらさ
がり健康器、学習机・イス、ウォーキ
ングマシン、エレクトーン、ジョイン
トマット、座ぶとん　※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）

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第3期分
国民健康保険税…第6期分
納期限は、12月25日（金）です。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。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》
とき 1 2月6日（日）、令和3年2月7
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）

年末年始のごみの収集

1 2月31日（木）～令和3年 1月3日（日）は、ごみ収集が休止となります。
※粗大ごみの収集を含む

※必ず収集日の朝8時までにごみ集積所へ出してください。また、決められた
日以外は、絶対にごみを出さないでください
※年末年始は粗大ごみの申し込みが多くなるため、専用ダイヤルで早めの予約
をお願いします
【粗大ごみ専用ダイヤル（424 -5747）】　※ 1 2月29日（火）～令和3年 1月3日
（日）は休み

 環境課（内線390）

区分 もやすごみの日 もやさないごみの日 資源ごみの日
収集地区 終了日 開始日 終了日 開始日 終了日 開始日
喜沢 1・2丁目
下戸田 1・2丁目
中町 1丁目

1 2／30
（水）

R3 .1／6
（水）

1 2／29
（火）

R3 .1／5
（火）

1 2／28
（月）

R3 .1／4
（月）

中町2丁目
喜沢南 1・2丁目
川岸 1・2丁目
下前 1・2丁目

1 2／25
（金）

R3 .1／8
（金）

1 2／24
（木）

R3 .1／7
（木）

上戸田 1～5丁目
大字上戸田
大字新曽
大字下笹目 1 2／29

（火）
R3 .1／5
（火）

1 2／28
（月）

R3 .1／4
（月）

1 2／26
（土）

R3 .1／9
（土）

本町 1～5丁目
戸田公園
南町
川岸3丁目

1 2／24
（木）

R3 .1／7
（木）

1 2／30
（水）

R3 .1／6
（水）

新曽南 1～4丁目
笹目南町
氷川町 1～3丁目
早瀬 1・2丁目
笹目5～8丁目 1 2／28

（月）
R3 .1／4
（月）

1 2／30
（水）

R3 .1／6
（水）

1 2／29
（火）

R3 .1／5
（火）

笹目 1～4丁目
笹目北町
美女木 1～8丁目
美女木東 1・2丁目
大字美女木

1 2／26
（土）

R3 .1／9
（土）

1 2／25
（金）

R3 .1／8
（金）

※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

13

2018
d920038

H 297 × W 210 mm

UAWT012-019A_NB_小川_CC2018.indd   13 2020/11/21   9:54



リサイクル自転車の販売
とき 1 2月 1 3日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店
費用 上限8,000円　※防犯登録料600
円が別途必要

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 -1 663

サイクルショップウメダ 下前2- 6 -9 441 - 61 68

YOU SHOP ヤマダ 上戸田2-2- 4 441 -2049

稲垣サイクル 新曽南2-1 2 -25 441 - 41 22

遊輪ショップえぐち 大字新曽 1 827-1 441 - 41 64

梅田自転車 本町3 -1 -26 441 - 1 1 8 1

 防犯くらし交通課（内線286）

自筆証書遺言書保管制度を
ご利用ください

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務
局に遺言書の保管を申請することができ
る制度です。保管制度を利用すると、遺
言書の紛失、隠匿および改ざんなどを防
止できます。

 さいたま地方法務局供託課　048 -8 
51 -1000

イ ベ ン ト
子育てサロン～育休ママサロン～
育児休業中のママが集い、気持ちを共有
しながらおしゃべりして、リフレッシュ
できるサロンです。保育コンシェルジュ
もお話しに参加して、保育サービスを案
内します。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。
予約してお越しください。　
※申込順、費用無料
とき 1 2月2 1日（月）、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 育児休業中で、0～3歳の子
がいる親子、4組　※託児あり（首が据
わっていること）
申込 1 2月4日（金）午前9時～、電話で

 こども家庭課（内線462）

交通安全に関する展示
とき 1 2月4日（金）まで
ところ 市役所 1階　東側ロビー
内容 自転車の安全利用などをテーマと
した写真パネル展示、DVD上映　※交
通事故防止に役立つ啓発品を配布します

 防犯くらし交通課（内線286）

天体観察会
とき 令和3年１月23日（土）、2月20日
（土）、午後7時～8時　※ 1回のみの参加
可
ところ 芦原小学校集会室　※駐車場なし
内容 映像による星空解説、校庭での星
の観察　※曇雨天時は星の話など
講師 星空案内人とだ
対象・定員 市民、20人　※小学生以下
は保護者同伴
持ち物 筆記用具、マスク、スリッパ
申込 1 2月 1 8日（金）までに参加希望日、
参加者氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
返信先メールアドレスを記載し、電子メ
ール（todanohoshi@gmail.com）で　
※費用無料、申込順

 生涯学習課 （内線308）

戸田朝市
テイクアウト・物販のみの開催となります。
入口で検温、マスクチェックを実施しま
す。会場内は飲食禁止。最少人数で来場
ください。　※シールは配布しません
とき 1 2月 13日（日）、午前8時～正午　
ところ 市役所敷地内および市役所南通り
商店敷地内

 戸田朝市実行委員会 今村　090-83 
45-4516

募 集
パブリック・コメント
次の内容の意見を募集します。
◆戸田市第5次総合振興計画　基本計画
（案）および第2期戸田市まち・ひと・しご
と創生総合戦略（案）
未来に向けたまちづくりのために、「戸
田市第5次総合振興計画　基本計画」お
よび「第2期戸田市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を策定します。

募集期間 1 2月 1日（火）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 経営企画課（内線413）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（kika 
ku＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市国土強靱化地域計画（案）
被害の軽減を図り、最悪の事態を回避す
る災害に強いまちづくりを推進するため
に、「戸田市国土強靱化地域計画」を策定
します。
募集期間 1 2月 1日（火）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 危機管理防災課（内線31 1）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（kikik 
anri＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市障がい者総合計画（平成30年
度～令和5年度）中間見直し（案）
戸田市障がい者総合計画の中間の見直し
を行います。
募集期間 1 2月 1 4日（月）～令和3年 1月
1 3日（水）
担当課 障害福祉課（内線283）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（444 -5588）、電子メール（syog 
aifuku＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市公園リニューアル計画（案）
社会情勢やニーズに対応し、公園の在り
方を見直すために「戸田市公園リニュー
アル計画」を策定します。
募集期間 1 2月4日（金）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 みどり公園課（内線323）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（mido 
ri-koen＠city.toda.saitama.jp）で

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）で公開。「戸田市障がい者総合計
画」のみ、福祉保健センター、心身障害
者福祉センターでも公開　※市ホームペ
ージでも公開します。資料公開場所によ
り受付時間が異なります

 庶務課（内線363）
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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

ととけっこの部屋
12／4（金） 
1 1：00～1 1：30 
※開場／ 10：45。開
始後の途中入場不可

親子で一緒にわらべうたで
遊び、絵本の読み聞かせを
楽しむ

2・3歳児とその
保護者、20人
（約 10組）

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱

12／2（水）、9（水）、 
12（土）、16（水）、 
19（土）、23（水） 
15：30～16：00

絵本の読み聞かせ、
紙芝居、おはなしなど
1 9（土）、23（水）は
クリスマスの絵本など

幼児～小学校
低学年、25人

おはなしの部屋
12／26（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
しが聞ける子、
25人

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

『14ひきのさむいふゆ』（27
分）、『星の王子さま』（30分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

12／3、10、1 7、24
の木曜日 
① 10：00～10：50 
② 1 1：00～ 1 1：50 
③ 1 2：00～ 1 2：50 
のいずれか

保護者が図書館でゆっくり
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
学前の子を持つ
市民、各回4人

利用日の１
週間前～前
日、電話可

上
戸
田
分
館

クリスマスおはなし会
（未就学児向け）

1 2／20（日） 
1 4：00～ 1 4：40

クリスマス絵本の読み聞か
せ、紙芝居、おはなしなど

未就学児、5組
（10人）

無料

和室
（あいパル2階） 1 2／ 1

（火）～ 
※電話可、
申込順

クリスマスおはなし会
（小学生向け）

1 2／20（日） 
1 5：00～ 1 5：40 小学生、10人

クリスマスおはなし会
（赤ちゃん向け）

12／ 1 1、25の金曜日
10：30～1 1：00

クリスマス絵本の読み聞か
せ、手遊び、童謡など

未就園児とその
保護者、1 5組
（30人）

多目的室
（あいパル 1階）

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1 2／ 1、8、1 5、22
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、6組
（1 2人）

研修室 
（あいパル3階） 当日受付

パルシアター 1 2／6（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品 
『クリスマスのおくりもの』
など

誰でも、1 8人

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

春の七草 R3.1／ 1 1（祝・月） 
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺で、春の七草の観
察をする 誰でも（小学2年

生以下保護者同
伴）、20人

100円 彩湖自然学習
センター

1 2／ 1 1
（金）～ 
電話可

【市民大学認定講座】 
彩湖周辺の野鳥観察④

R3.1／ 1 7（日） 
10：00～ 1 2：00

彩湖を訪れた野鳥を解説付
きで観察する（バス移動）

1 2／ 1 7
（木）～ 
電話可

秘密の基地づくり
R3.1／24（日） 
10：00～ 1 2：00 
※雨天中止

アシ原の中に入り、茎やツ
ルを工夫して使って秘密基
地をつくる

小学生以上の親
子、20人

1 2／24
（木）～ 
電話可

【市民大学認定講座】
星空観察会：冬の星空

R3.1／30（土） 
1 7：30～ 19：30 
※曇雨天中止

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 誰でも（小学2年

生以下保護者同
伴）、20人

R3.1／6
（水）～ 
電話可

いろんな冬を見つけよ
う！

R3.2／7（日） 
10：00～ 1 2：00

いきものや植物の冬の過ご
しかたを見つけに、彩湖の
周りを探検する

R3.1／7
（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

2018

2020/11/21
09:54:44
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募集期間 1 2月 1日（火）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 経営企画課（内線413）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（kika 
ku＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市国土強靱化地域計画（案）
被害の軽減を図り、最悪の事態を回避す
る災害に強いまちづくりを推進するため
に、「戸田市国土強靱化地域計画」を策定
します。
募集期間 1 2月 1日（火）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 危機管理防災課（内線31 1）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（kikik 
anri＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市障がい者総合計画（平成30年
度～令和5年度）中間見直し（案）
戸田市障がい者総合計画の中間の見直し
を行います。
募集期間 1 2月 1 4日（月）～令和3年 1月
1 3日（水）
担当課 障害福祉課（内線283）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（444 -5588）、電子メール（syog 
aifuku＠city.toda.saitama.jp）で
◆戸田市公園リニューアル計画（案）
社会情勢やニーズに対応し、公園の在り
方を見直すために「戸田市公園リニュー
アル計画」を策定します。
募集期間 1 2月4日（金）～令和3年 1月4
日（月）
担当課 みどり公園課（内線323）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（mido 
ri-koen＠city.toda.saitama.jp）で

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）で公開。「戸田市障がい者総合計
画」のみ、福祉保健センター、心身障害
者福祉センターでも公開　※市ホームペ
ージでも公開します。資料公開場所によ
り受付時間が異なります

 庶務課（内線363）
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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

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

ととけっこの部屋
12／4（金） 
1 1：00～1 1：30 
※開場／ 10：45。開
始後の途中入場不可

親子で一緒にわらべうたで
遊び、絵本の読み聞かせを
楽しむ

2・3歳児とその
保護者、20人
（約 10組）

無料 視聴覚室

当日先着順
おはなし玉手箱

12／2（水）、9（水）、 
12（土）、16（水）、 
19（土）、23（水） 
15：30～16：00

絵本の読み聞かせ、
紙芝居、おはなしなど
1 9（土）、23（水）は
クリスマスの絵本など

幼児～小学校
低学年、25人

おはなしの部屋
12／26（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
しが聞ける子、
25人

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

『14ひきのさむいふゆ』（27
分）、『星の王子さま』（30分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

12／3、10、1 7、24
の木曜日 
① 10：00～10：50 
② 1 1：00～ 1 1：50 
③ 1 2：00～ 1 2：50 
のいずれか

保護者が図書館でゆっくり
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
学前の子を持つ
市民、各回4人

利用日の１
週間前～前
日、電話可

上
戸
田
分
館

クリスマスおはなし会
（未就学児向け）

1 2／20（日） 
1 4：00～ 1 4：40

クリスマス絵本の読み聞か
せ、紙芝居、おはなしなど

未就学児、5組
（10人）

無料

和室
（あいパル2階） 1 2／ 1

（火）～ 
※電話可、
申込順

クリスマスおはなし会
（小学生向け）

1 2／20（日） 
1 5：00～ 1 5：40 小学生、10人

クリスマスおはなし会
（赤ちゃん向け）

12／ 1 1、25の金曜日
10：30～1 1：00

クリスマス絵本の読み聞か
せ、手遊び、童謡など

未就園児とその
保護者、1 5組
（30人）

多目的室
（あいパル 1階）

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1 2／ 1、8、1 5、22
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、6組
（1 2人）

研修室 
（あいパル3階） 当日受付

パルシアター 1 2／6（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品 
『クリスマスのおくりもの』
など

誰でも、1 8人

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

春の七草 R3.1／ 1 1（祝・月） 
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺で、春の七草の観
察をする 誰でも（小学2年

生以下保護者同
伴）、20人

100円 彩湖自然学習
センター

1 2／ 1 1
（金）～ 
電話可

【市民大学認定講座】 
彩湖周辺の野鳥観察④

R3.1／ 1 7（日） 
10：00～ 1 2：00

彩湖を訪れた野鳥を解説付
きで観察する（バス移動）

1 2／ 1 7
（木）～ 
電話可

秘密の基地づくり
R3.1／24（日） 
10：00～ 1 2：00 
※雨天中止

アシ原の中に入り、茎やツ
ルを工夫して使って秘密基
地をつくる

小学生以上の親
子、20人

1 2／24
（木）～ 
電話可

【市民大学認定講座】
星空観察会：冬の星空

R3.1／30（土） 
1 7：30～ 19：30 
※曇雨天中止

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 誰でも（小学2年

生以下保護者同
伴）、20人

R3.1／6
（水）～ 
電話可

いろんな冬を見つけよ
う！

R3.2／7（日） 
10：00～ 1 2：00

いきものや植物の冬の過ご
しかたを見つけに、彩湖の
周りを探検する

R3.1／7
（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） 
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ところ 新曽福祉センター（新曽公民館）ホ
ール
内容 学習障害が教えてくれたこと
～寄り添う心の大切さ～
講師 明蓬館高等学校　共育コーディネー
ター：南

な
雲
ぐも

 明
あき
彦
ひこ
さん

認定単位数 1単位
◆戸田の魅力を掘り起こす〝発見力”を育
てよう！（生涯学習サポーター養成講座）

開催日 内容 講師

①R3 .
　 1／23（土）

参加者同士で
楽しく話し合い
ながら、戸田の
地域資源を見
つめ直し魅力を
掘り起こす〝発
見力”を育むこ
とを目指すワー
クショップです。

目白大学 
社会学部
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

②R3 .
　2／ 1 3（土）

とき ①②とも午後2時～4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）　①アトリエ　②多目的室
認定単位数 2単位

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、15人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っ
ている方）
申込 12月3日（木）午前8時30分～、氏名、
電話番号、対象 （在住・在勤・在学） 、年代、
希望講座名を記入し、電子メール（kyo-
syogaigaku@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、電話可

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線
342）

子育て講演会
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。ご予約の上で
お越しください。　※申込順、費用無料
内容 「がんばりすぎない！ 発達からみる
子育てのヒント」
講師 保健師（市職員）
とき 12月18日（金）、午前10時30分～
1 1時30分
ところ 市役所5階　大会議室
対象・定員 0～3歳までの子を持つ、市内
在住の保護者、10人　※託児あり（首が
据わっていること）、10人まで
申込 12月4日（金）午前9時～

 こども家庭課（内線462）

公立学童保育室職員
職種 ①放課後児童支援員　②学童保育
指導員　③パートタイマー
資格 【①②③共通】1 8歳以上（高校生不
可）、地方公務員法第 16条各号に該当し
ないこと　①放課後児童支援員認定資格
研修修了者　②児童の育成指導に知識経
験を有する方（保育士、教諭、社会福祉
士等資格保有者または高卒以上で2年以
上児童福祉事業に従事した方など）
任用期間 令和3年4月 1日～令和4年3月
31日
勤務時間等 ①②週5日勤務［1日6時間、
平日：午後 1時～7時、 土曜日（学校休業
日）：午前8時～午後2時または午後 1時
～7時］　③週4～5日勤務［ 1日5時間、
平日：午後2時～7時、 土曜日（学校休業
日）：午前8時～午後 1時または午後2時
～7時］　※①②③とも年末年始、祝日、
休日を除く
賃金 ①時給 1 ,230円　②時給 1 ,1 70円　
③時給990円　※社会保険加入あり（③
のみ勤務日数に応じる）、各種手当あり　
勤務場所 市内小学校敷地内の学童保育
室
申込 令和3年2月 10日（水）までに履歴
書を児童青少年課へ持参　※郵送不可

 児童青少年課（内線689）

tocoサポーター
募集人数 1 32人　※各バス停 1人
内容 バス停付近の清掃、tocoバス利用
の啓発および情報提供
活動期間 令和3年4月 1日から 1年間
申込 1 2月 1日（火）～令和3年 1月 1 5日
（金）までに電話、郵送、FAX（433-33 
58）、電子メール（kurashi1 10@city. 
toda.saitama.jp）で　※サポーター
にはtocoバス回数券を贈呈

 防犯くらし交通課（内線286）

戸田市緊急サポート事業
サポート会員（有償ボランティア）

急を要する子どもの預かりにご協力いた
だけるサポート会員（有償ボランティア）
を募集しています。子どもが好きで、健
康な方なら年齢、資格は問いません。預
かり中に困ったこと、不安なことがあれ
ば24時間体制でフォローします。希望
者は、次の講習会に参加してください。

とき 令和3年 1月 1 8日（月）、20日（水）、
27日（水）、29日（金）の全4日間、午前
9時30分～午後4時30分　※ 1時間の
昼休憩あり。上記日程で都合がつかない
場合はご相談ください。保育、看護など
の資格をお持ちの方は免除できる日もあ
ります
ところ 文化会館　301会議室
内容 地域の子育て支援について、子ど
もを預かるということ、子どもの病気に
ついて、安全講習など
★利用会員も随時募集中
子どもの預け先で困ったら、緊急サポー
トセンターへご連絡ください。対応できる
サポート会員をお探しします。ご利用に
は事前の登録が必要です。詳しくは電話
または電子メール（byoujiihoiiku@ob 
oe.ocn.ne.jp）でお問い合わ
せください

 緊急サポートセンター埼玉　
048 -297-2903

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）が会員となって、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下さい。

日程 場所

入会
説明会

R3 .
1／ 1 6
（土）
1／30
（土）

1 0：00
～1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター

講習会
（協力会
員のみ）

R3 .
2／9
（火）

9：30
～1 2：30

市役所5階　
大会議室R3 .

2／24
（水）

9：30
～1 2：1 0

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。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

西川口税務署の非常勤職員
募集人数 65人程度
職種 ①PC操作補助、会場案内　②デ
ータ入力、書類整理など

勤務日 令和3年 1月4日（月）～3月31日
（水）のうち、1～3カ月程度
勤務時間 午前8時45分～午後5時まで
のうち、5～7時間程度　※勤務場所に
よって変更する場合あり
勤務場所 西川口税務署またはSKIPシ
ティ
賃金 ①時給 1 ,070円　②時給950円
申込 西川口税務署に電話で　※詳しく
は国税庁ホームページをご覧ください

 西川口税務署　048 -253-4061

福祉作業所もくせい園パート職員
募集人数 1人　
職種 看護師　
資格 看護師（准看護師可）
内容 障害のある利用者への医療的ケア、
介助・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 平日週4～5日、午前9時～午
後4時　※休憩 1時間
賃金 時給 1 ,810円 　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金（勤務日数
による）、雇用保険、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　
※施設見学可

 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 ① 1 2月7日（月）、午後2時～4時　
② 1 2月8日（火）、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

講 室座 ・ 教
市民大学認定講座
◆人権講演会
とき 令和3年1月20日（水）、午前10時
30分～正午　※受付：午前10時～
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ところ 新曽福祉センター（新曽公民館）ホ
ール
内容 学習障害が教えてくれたこと
～寄り添う心の大切さ～
講師 明蓬館高等学校　共育コーディネー
ター：南

な
雲
ぐも

 明
あき
彦
ひこ
さん

認定単位数 1単位
◆戸田の魅力を掘り起こす〝発見力”を育
てよう！（生涯学習サポーター養成講座）

開催日 内容 講師

①R3 .
　 1／23（土）

参加者同士で
楽しく話し合い
ながら、戸田の
地域資源を見
つめ直し魅力を
掘り起こす〝発
見力”を育むこ
とを目指すワー
クショップです。

目白大学 
社会学部
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

②R3 .
　2／ 1 3（土）

とき ①②とも午後2時～4時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）　①アトリエ　②多目的室
認定単位数 2単位

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、15人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っ
ている方）
申込 12月3日（木）午前8時30分～、氏名、
電話番号、対象 （在住・在勤・在学） 、年代、
希望講座名を記入し、電子メール（kyo-
syogaigaku@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、電話可

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線
342）

子育て講演会
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。ご予約の上で
お越しください。　※申込順、費用無料
内容 「がんばりすぎない！ 発達からみる
子育てのヒント」
講師 保健師（市職員）
とき 12月18日（金）、午前10時30分～
1 1時30分
ところ 市役所5階　大会議室
対象・定員 0～3歳までの子を持つ、市内
在住の保護者、10人　※託児あり（首が
据わっていること）、10人まで
申込 12月4日（金）午前9時～

 こども家庭課（内線462）

就職支援セミナー
再就職のための簿記入門セミナー

とき 令和3年1月25日（月）、26日（火）、
午前9時30分～午後0時30分
ところ 市役所5階　大会議室Ｃ
講師 池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん

対象・定員 求職中で2日間参加できる方
（市民優先）、12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）

就職支援セミナー
求人の見方、探し方のコツ

とき 令和3年1月13日（水）、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 求人および職場選びについての理解
を深める
対象・定員 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.saita 
ma.jp）または電話で　※費用無料、申
込順

 経済政策課（内線397）

起業支援セミナー
とき 令和3年1月13日（水）、午後6時30
分～8時30分
ところ 戸田市商工会館　会議室
内容 起業実務手引きセミナー　～起業に
向けての各種手続きをわかりやすく解説～
講師 創業・ベンチャー支援センター埼玉　
創業支援アドバイザー：望

もち
月
づき

 由
ゆ
美
み
子
こ
さん

対象・定員 具体的に起業に着手していき
たい方、起業後間もない方、30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・業

種を記入して、電子メール（keizai＠ci 
ty.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）

障害者のための就労相談会
とき 12月18日（金）、午後1時～4時
ところ 市役所4階　403会議室　※電話
相談可。実施期間中に障害福祉課にお電
話ください
支援機関 障害者就労支援センタ―
（TEL：471 -9333／FAX：471 -9334）　
※支援センターでは常時、就労相談を行
っています

 障害福祉課（内線283）

サポステOB・OGに聞く
働けなかった私たちの本音

とき 12月12日（土）、午後1時30分～3
時30分まで
ところ 福祉保健センター2階　講習会室1
内容 地域若者サポートステーションの
OB・OGから、就労に至った経緯や思い
を聞くことができます
対象・定員 15～49歳までの無職の方と
その親・家族、20人　
申込 下記に電話で　※費用無料。申込順

 若者自立支援センター埼玉／かわぐち
若者サポートステーション　048-255-
8680　

障害者スポーツ「ボッチャ教室」
とき 令和3年1月9日、2月13日、3月13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 ボッチャ（どなたでもできるスポー
ツです）
対象・定員 身体障害者、10人　
※費用無料
申込 12月6日（日）～　※申込順、電話、
FAX（441 -5031）可。手話通訳や要約
筆記が必要な方は、事前にお知らせくだ
さい

 心身障害者福祉センター　445-1828

勤務日 令和3年 1月4日（月）～3月31日
（水）のうち、1～3カ月程度
勤務時間 午前8時45分～午後5時まで
のうち、5～7時間程度　※勤務場所に
よって変更する場合あり
勤務場所 西川口税務署またはSKIPシ
ティ
賃金 ①時給 1 ,070円　②時給950円
申込 西川口税務署に電話で　※詳しく
は国税庁ホームページをご覧ください

 西川口税務署　048 -253-4061

福祉作業所もくせい園パート職員
募集人数 1人　
職種 看護師　
資格 看護師（准看護師可）
内容 障害のある利用者への医療的ケア、
介助・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 平日週4～5日、午前9時～午
後4時　※休憩 1時間
賃金 時給 1 ,810円 　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金（勤務日数
による）、雇用保険、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　
※施設見学可

 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 ① 1 2月7日（月）、午後2時～4時　
② 1 2月8日（火）、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

講 室座 ・ 教
市民大学認定講座
◆人権講演会
とき 令和3年1月20日（水）、午前10時
30分～正午　※受付：午前10時～
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心身障害者福祉センター詩吟入
門講座～声を出して軽やかに～

とき 令和3年1月20日、27日、2月3日、10
日、1 7日の水曜日（全5回）、午後1時～3時
ところ 心身障害者福祉センター2階　
社会適応訓練室
講師 長

は
谷
せ
川
がわ

 岳
がく
容
よう
さん

対象・定員 身体障害者、12人　
※費用無料
申込 12月2日（水）～　※申込順、電話、

FAX（441 -5031）可
 心身障害者福祉センター　445-1828

心身障害者福祉センター　点訳ボランティ
ア入門講座～点字の世界にふれてみよう～

とき 令和3年1月18日、25日、2月1日の
月曜日（全3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　
社会適応訓練室
講師 戸田市点訳グループ「きつつき」
対象・定員 18歳以上の市内在住・在勤者、

4人
費用 650円（テキスト代）
申込 令和3年 1月1 7日（日）まで　※申込
順、電話、FAX（441 -5031）可

 心身障害者福祉センター　445-1828

傾
け い

聴
ち ょ う

ボランティア養成講座
とき 令和3年 1月19日、26日、2月2日の
火曜日（全3回）、午後1時30分～3時30分
ところ 文化会館　多目的ルームA
内容 傾聴ボランティアを行うにあたって

の基礎的な知識と演習
講師 特定非営利活動法人埼玉カウンセリ
ングセンタ―代表理事：高

たか
倉
くら

 恵
けい
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤で、講座修了後、
ボランティア活動へ参加する意欲のある
方、30人　※申込順
費用 500円（資料代）
申込 氏名、電話番号を電話、または電子メ

問い合わせ 笹目コミュニティセンター（コンパル）　  422-9988
※各講座ともにマスクを着用してください。また、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

Word2013基礎 R3.1／6、13、20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

12／2（水）～
26（土） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 R3.1／20（水）～22（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 R3.1／27（水）～29（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）

R3.1／ 14、21、28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

健康予防管理士が
教える健康法

1 2／ 1 8（金） 
1 4：00
～ 16：00

3階セミナー
ルーム302

幸せは健康から。
日常の健康管理の
大切さを学ぶ

市内在住・
在勤者、
20人

無料 筆記用具、
飲み物

健康予防管理士 
金
かね

子
こ

 重
じゅう

吉
きち

さん
12／2（水）
～15（火）

お正月向け
ギャザリング寄せ植え
教室

1 2／ 19（土） 
1 3：30
～ 1 5：30

１階多目的
ホール

新たな年を迎える
にあたり、花を通
して心の癒しとコ
ミュニケーション
の輪を広げる

市内在住・
在勤者、
25人

2,000
円

エプロン、
シャベル

フラワーコーデ
ィネーター 
水
みず

谷
たに

 由
ゆ

佳
か

さん
12／2（水）～
14（月）

パソコン何でも相談 
（登録会員限定）

毎週木曜日、 
1 4：00
～ 16：00

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）

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

①ニューイヤーファミ
リーコンサート 
②ニューイヤーコンサ
ート

R3.1／23（土） 
① 13：30～ 
② 1 7：00～

ピアノクインテットで
音楽を楽しむ 市民、各42人

①大人600円、
子ども（小学生
以下）400円、
1歳未満無料 
② 1 ,200円

12／5（土）～
※申込順、
電話可わくわくサイエンス 

「電気ブランコ～磁石と
電流の力でゆらしてみ
よう～」A・B

R3.1／ 1 7（日） 
A：13：00～ 14：30 
B：15：00～ 16：30

磁石と電流の力で、
力を加えずにゆれる
ブランコの仕組みを
学ぶ

A：小学 1 ･2年生
（保護者同伴）、16組
B：小学3～6年生
（3年生保護者同伴）、16組

各 1 ,030円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

R3.1／21、28、2／4、25、
3／4の木曜日（全5回） 
A：10：00～ 10：50 
B：1 1：10～ 1 2：00

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
12／7（月）～
※申込順、
電話可

やさしいヨガ（入門編）
R3.1／25、2／1、8、22、
3／ 1、8、22の月曜日
（全7回）9：30～ 10：45

ゆったりと呼吸をし、
体と心をリフレッシュ
する初心者向け講座

市民、23人 4,410円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

美姿勢ボディメイク
R3.1／9、16、23、30
の土曜日（全4回） 
15：00～ 16：15

美しい姿勢をつくるト
レーニング 市民の女性、15人 3,040円

12／6（日）～
※申込順、
電話可

リフレッシュヨガ
R3.1／25、2／1、8、22、
3／ 1、8、22の月曜日
（全7回）1 1：00～ 12：15

ゆったりと呼吸をし、
体と心をリフレッシュ
する

市民、23人 4,410円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

R3.1／5、12、19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、各日10組［1／ 19（火）
は7組］

各700円
12／5（土）～
※申込順、
電話可パパも一緒にふれあい

タイム
R3.1／ 10（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

ハワイアンリトミック

R3.1／ 19、2／2、16、
3／2、16の火曜日
（全5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は兄弟姉妹の入室
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、13組
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、13組
Ｃ：6カ月～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、10組

各4,300円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

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

1 2／3（木）、R3.1／7（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

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

1 2／ 1 2（土）、R3.1／9（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

12／22（火）、R3.1／ 19（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

フラワー
アレンジメント講座

R3.1／27（水）
10：00～ 1 1：30

フラワーアレンジメント
の技法を学ぶ

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

1 ,400円
（教材費、
保険料）

1 2／23（水）～

【市民大学認定講座】
認知症予防に活用
したい植物療法

R3.1／30、2／6の土曜日
（全２回）
10：00～１2：00

認知症予防に植物療法が
役立つ理由や、アロマや
ハーブの具体的な活用法
を学び、アロマの試香な
ども行う

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

1 ,200円
（教材費、
保険料）

1 2／24（木）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

12／20（日）、R3.1／ 1 7（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

【市民大学認定講座】
茶道講座

 R3.1／ 1 2～2／9の火曜日
（全5回）10：00～ 1 2：00

茶道（裏千家）を、初歩
から学ぶ

市内在住・在勤・
在学者、5人

1 ,800円
（教材費、
保険料）

1 2／8（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する場合があります
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4人
費用 650円（テキスト代）
申込 令和3年 1月1 7日（日）まで　※申込
順、電話、FAX（441 -5031）可

 心身障害者福祉センター　445-1828

傾
け い

聴
ち ょ う

ボランティア養成講座
とき 令和3年 1月19日、26日、2月2日の
火曜日（全3回）、午後1時30分～3時30分
ところ 文化会館　多目的ルームA
内容 傾聴ボランティアを行うにあたって

の基礎的な知識と演習
講師 特定非営利活動法人埼玉カウンセリ
ングセンタ―代表理事：高

たか
倉
くら

 恵
けい
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤で、講座修了後、
ボランティア活動へ参加する意欲のある
方、30人　※申込順
費用 500円（資料代）
申込 氏名、電話番号を電話、または電子メ

ール（tomato-staff@todasimin.net）で
 ボランティア・市民活動支援センター　

441 -4444

オンラインによる中国語入門講座
とき 令和3年1月13日、20日、27日、2
月3日の水曜日（全4回）、午後7時～8時
実施方法 参加者自宅からZoomでのオ

ンライン
内容 あいさつ、自己紹介など
講師 楊

よう

 建
けん
敏
びん
さん（中国・開

かい
封
ふう
市出身）

対象・定員 市内在住・在勤者および協会
会員、6人　※費用無料、申込順
申込 12月8日（火）～23日（水）、協会窓
口にて

 国際交流協会　434-5690

問い合わせ 笹目コミュニティセンター（コンパル）　  422-9988
※各講座ともにマスクを着用してください。また、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

Word2013基礎 R3.1／6、13、20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

12／2（水）～
26（土） 
※申込順、
電話可。 
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 R3.1／20（水）～22（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 R3.1／27（水）～29（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）

R3.1／ 14、21、28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

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

健康予防管理士が
教える健康法

1 2／ 1 8（金） 
1 4：00
～ 16：00

3階セミナー
ルーム302

幸せは健康から。
日常の健康管理の
大切さを学ぶ

市内在住・
在勤者、
20人

無料 筆記用具、
飲み物

健康予防管理士 
金
かね

子
こ

 重
じゅう

吉
きち

さん
12／2（水）
～15（火）

お正月向け
ギャザリング寄せ植え
教室

1 2／ 19（土） 
1 3：30
～ 1 5：30

１階多目的
ホール

新たな年を迎える
にあたり、花を通
して心の癒しとコ
ミュニケーション
の輪を広げる

市内在住・
在勤者、
25人

2,000
円

エプロン、
シャベル

フラワーコーデ
ィネーター 
水
みず

谷
たに

 由
ゆ

佳
か

さん
12／2（水）～
14（月）

パソコン何でも相談 
（登録会員限定）

毎週木曜日、 
1 4：00
～ 16：00

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）

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

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

①ニューイヤーファミ
リーコンサート 
②ニューイヤーコンサ
ート

R3.1／23（土） 
① 13：30～ 
② 1 7：00～

ピアノクインテットで
音楽を楽しむ 市民、各42人

①大人600円、
子ども（小学生
以下）400円、
1歳未満無料 
② 1 ,200円

12／5（土）～
※申込順、
電話可わくわくサイエンス 

「電気ブランコ～磁石と
電流の力でゆらしてみ
よう～」A・B

R3.1／ 1 7（日） 
A：13：00～ 14：30 
B：15：00～ 16：30

磁石と電流の力で、
力を加えずにゆれる
ブランコの仕組みを
学ぶ

A：小学 1 ･2年生
（保護者同伴）、16組
B：小学3～6年生
（3年生保護者同伴）、16組

各 1 ,030円

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

R3.1／21、28、2／4、25、
3／4の木曜日（全5回） 
A：10：00～ 10：50 
B：1 1：10～ 1 2：00

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
12／7（月）～
※申込順、
電話可

やさしいヨガ（入門編）
R3.1／25、2／1、8、22、
3／ 1、8、22の月曜日
（全7回）9：30～ 10：45

ゆったりと呼吸をし、
体と心をリフレッシュ
する初心者向け講座

市民、23人 4,410円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

美姿勢ボディメイク
R3.1／9、16、23、30
の土曜日（全4回） 
15：00～ 16：15

美しい姿勢をつくるト
レーニング 市民の女性、15人 3,040円

12／6（日）～
※申込順、
電話可

リフレッシュヨガ
R3.1／25、2／1、8、22、
3／ 1、8、22の月曜日
（全7回）1 1：00～ 12：15

ゆったりと呼吸をし、
体と心をリフレッシュ
する

市民、23人 4,410円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

赤ちゃんとママのため
のニコニコたいむ

R3.1／5、12、19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、各日10組［1／ 19（火）
は7組］

各700円
12／5（土）～
※申込順、
電話可パパも一緒にふれあい

タイム
R3.1／ 10（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

ハワイアンリトミック

R3.1／ 19、2／2、16、
3／2、16の火曜日
（全5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は兄弟姉妹の入室
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、13組
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、13組
Ｃ：6カ月～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、10組

各4,300円
12／7（月）～
※申込順、
電話可

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

1 2／3（木）、R3.1／7（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

下戸田

スマホ・パソコン
質問コーナー

1 2／ 1 2（土）、R3.1／9（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

12／22（火）、R3.1／ 19（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

フラワー
アレンジメント講座

R3.1／27（水）
10：00～ 1 1：30

フラワーアレンジメント
の技法を学ぶ

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

1 ,400円
（教材費、
保険料）

1 2／23（水）～

【市民大学認定講座】
認知症予防に活用
したい植物療法

R3.1／30、2／6の土曜日
（全２回）
10：00～１2：00

認知症予防に植物療法が
役立つ理由や、アロマや
ハーブの具体的な活用法
を学び、アロマの試香な
ども行う

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

1 ,200円
（教材費、
保険料）

1 2／24（木）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

12／20（日）、R3.1／ 1 7（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

【市民大学認定講座】
茶道講座

 R3.1／ 1 2～2／9の火曜日
（全5回）10：00～ 1 2：00

茶道（裏千家）を、初歩
から学ぶ

市内在住・在勤・
在学者、5人

1 ,800円
（教材費、
保険料）

1 2／8（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する場合があります
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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
2018
d920038

H 297 × W 210 mm
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