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12月December 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 16日）と年末年始
（12月31日～令和3年1月3日）は休館日
です。
感染症対策のため休講していた各種講
座も徐々に開催していくことになりま
した。詳細は、こどもの国ホームペー
ジ・Facebookなどでお知らせします。

未就学児向け講座
★ピヨコッコルーム　ぷち
1日（火）、8日（火）①9：50～10：20　
② 1 1：30～12：00　各回15分前よ
り受付　未就学児と保護者　各回先着
5組
●お誕生日会

★おりがみであそぼう
2日、9日、23日、30日の水曜日　
9：00～16：30
1日に3枚までおりがみをお渡しします。
★壁面をかざろう
・クリスマス
・大掃除
★フォトコーナー
・アナと雪の女王

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室 1
※休止中

こどもお悩み相談
10：30～16：00

28日（月）①9：00～　② 1 1：00～　
1 2月生まれの未就学児と保護者　各回
先着5組　【申込】12月15日（火）まで
に当館受付へ

全児童向け講座
★おりがみタイム
12日（土）① 1 1：30～　② 15：30～　
各回15分前より受付　全児童（未就学
児は保護者同伴）　各回先着5組
★オリジナルカレンダーをつくろう
26日（土）① 1 1：00～　② 15：00～　
全児童（未就学児は保護者同伴）

全児童向け催しもの
★ぬり絵であそぼう
1日に3枚まで台紙をお渡しします。

開館時間は9：00～2 1：00。★印は当日受付、●は事前申し込みが必要です。
新型コロナウイルス感染対策のため、入館時間、人数の制限をしています。

児童センター 

こどもの国

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第1月曜（今月は7日）と年末年始（12
月31日～令和3年1月3日）は休館日です。
※感染症予防のため年齢別に入館制限が
あります
10：00～12：00　乳幼児と保護者
13：00～15：00　全児童と保護者
16：00～18：00　 小学生以上の児童と

保護者
＜イベント開催の可否について＞
イベントの最新情報はプリムローズホー
ムページをご覧ください。

クリスマスあそび市～プリムにサンタがやってくる～
★コーナーあそび　25日（金）10：30～
1 7：00　全児童
●ステージ　25日（金）1 1：00～1 1：30　
未就学児と保護者　 15組

1 2月のスペシャルイベント
●トコパラ！クリスマス会
20日（日） 1 1：00～　未就学児と保護者　
15組

ものづくりの時間
★クリスマスリース作り
20日（日）13:30～14:30　全児童

15組
●0歳児親子の集い
いちご組　9日（水） 10：30～　0歳児
と保護者　 15組
★おもちゃプリムランド
1 1日（金）10：30～12：00　未就学児
と保護者
★おはなしの木
15日（火） 1 1：00～　未就学児と保護者

子どもプログラミング講座
●ゲームをつくろう（1 1～12月／5回
連続）
6日（日）、13日（日）13:00～15:00　
小学3年生～中学1年生　6人　※1 1月
の講座を含め、5回連続で受講できる方
優先

将棋講座
●将棋を指そう
12日（土）13:30～　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　※メールやSNSでのご相談も
受け付けています

★下敷きカレンダー
30日（水）10:30～1 7:00　全児童

地域子育て支援拠点事業
★子育ておしゃべりサロン
「子育てのＷＡ！」
1 7日（木）10：30～12：00　0～3歳
の未就園児と保護者
★さんさん広場
毎週月・火・金曜日［7日（月）を除く］　
10：00～14：00　0～3歳の未就園児
と保護者

乳幼児向けイベント
★おもちゃの日
毎週木曜日［31日（木）を除く］　 10：00
～14:00　未就園児と保護者
●【登録制】幼児クラス
りんご組
①組…3日（木）10：00
②組…2日（水）1 1：00
めろん組 　　　　　　
①組…2日（水）10：00
②組…3日（木）1 1：00
※クラスごとに対象年齢が異なります。
お問い合わせください
●トコパラデイ！
4日（金）1 1：00～　未就学児と保護者　

開館時間は9：00～ 18：00。★印は当日受付、●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（火）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

児童センター 

プリムローズ

※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
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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

市民相談日

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

YouTube
予想トーク番組
「WINWIN LIVE戸田」

ボートレース芸人や
パチスロライターみさおなどが登場！
レース開催期間中、
毎日全レースの予想をLIVE配信！

公式チャンネル

ボートレース開催日程
3日（木）～7日（月）「第9回シニアVSヤング」
1 1日（金）～ 14日（月）「ボートピア岡部カッ
プ開設 19周年記念」
15日（火）～20日（日）「SG第35回グラン
プリ（平和島）」場外発売
26日（土）～31日（木）「第39回ゴールドカ
ップ・デイリースポーツ杯」
※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

ボートレース戸田

問い合わせ 戸田競艇企業団　  441-7711

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10日（日）（予定）まで全館休館して
います。　※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

文化会館改修工事のお知らせ

休館日・臨時休館日について 年末年始の業務予定

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

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］
●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 1 2／6（日） ※予約制 午前 1 0時～正午
マンション管理士相談 1 2／2（水） ※予約制 午後 1時～3時
国税相談 1 2／ 1 4（月）  ※予約制 午前 1 0時～午後3時
公正証書・遺言相談 1 2／9（水）  ※予約制 午後 1時30分～4時
土地家屋調査士相談 1 2／ 1 7（木）  ※予約制 午前 1 0時～正午
犯罪被害者支援特設相談 1 2／23（水） ※予約制 午後2時～4時
住まいの何でも相談 1 2／7（月） 午後 1時～3時30分
行政書士相談 1 2／2 1（月） 午前 1 0時～正午
不動産相談 1 2／2 1（月） ※予約制 午後 1時～3時
厚生年金・労務相談 1 2／28（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 10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 1 2／4（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

外国人市民相談窓口 月～金曜日 午前9時～午後5時
協働推進課［３階］　英語：月・水曜日
中国語、韓国・朝鮮語：火・木・金曜日
※正午～午後 1時は休憩時間

劇団ONEは、演劇活動を通じた団員の親睦や
世代間の交流、市の文化芸術振興・発展のために、
文化会館が設立した市民劇団です。令和3年6月
に上演予定の公演に出演する団員を募集します。
募集人数 若干名
内容 ストレートプレイ（セリフ中心の演劇）
芸術監督 犬

いぬ

石
いし

 隆
たかし

（演出家）
応募資格 高校生以上で、稽古に通える方（居住
地および経験不問）　※交通費は自己負担
オーディション 令和3年 1月1 7日（日）予定　
※時間未定。費用無料
稽古 原則、1～6月の半年間。月4回、毎週日曜
日午前 10時～午後4時　※土・日曜日、祝日お
よび平日夜間に追加稽古あり
稽古場所 文化会館
公演 年 1回、定期公演を実施［令和3年6月6日
（日）第8回公演上演予定］　※そのほか、必要に
応じて特別公演を行う場合あり
申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、文化
会館へ　※郵送、メール、ＦＡＸ不可。申込用紙
は文化会館、文化会館ホームページより取得可
申込締切 令和3年 1月15日（金）午後6時まで

参加費 公演・レッスン費（稽古期間 1～6月／月
額）
・一般7,000円　・シニア（70歳以上）5,000円
・学生（25歳以下、学生証要提示）5,000円　
・高校生（高等専門学校などを含む）3,000円
※そのほか、劇団運営費や保険料などの負担あり
◆無料体験レッスン実施決定！！
とき 12月13日（日）午後 1時30分～3時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）　多目
的室
講師 劇団ＯＮＥ芸術監督　犬

いぬ

石
いし

 隆
たかし

（演出家）
定員 約 10人（事前申込制）　※費用無料
申込締切 12月6日（日）必着
持ち物 筆記用具、飲み物、マスク、フェイスシ
ールド（貸出あり）、動きやすい服装、室内履き
（土足厳禁）　※申込方法など詳しくはホームペ
ージをご確認ください
問い合わせ
文化会館　  445-131 1　ＦＡＸ／445-1310
電子メール　
bunka-kaikan@todacity-culturehall.jp

ＴＯＤＡ ＣＩＴＹ ＴＨＥＡＴＲＥ 劇団ＯＮＥ 劇団員追加募集

劇団ONEの活動やレッスンは新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で実施します。状況により内容が変更
になる場合があります。あらかじめご了承ください。

12月の休館日は9日（水）となります。
※事務室および総合受付も営業しません　
※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

業務終了日　 12月29日（火）
業務開始日　令和3年1月5日（火）
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