
お 知 ら せ

証明書コンビニ交付サービスの停止
システムメンテナンス作業のため、サー
ビスを停止します。停止中は市役所、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 1月20日（水）、2月4日（木）　※予定

 市民課（内線205）

固定資産税・都市計画税の軽減
申告期限 1月31日（日）
新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が大幅に減少した中小事業者などが
所有する事業用家屋・償却資産（土地を
除く）の令和3年度分固定資産税・都市
計画税が軽減されます。　※税理士など
の認定が必要です。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください

 税務課（内線202）

スポーツセンター　スポーツ教室
体操、ジュニアテニスセレクションの中止

選手コースの改変に伴い、今年度のセレク
ションを中止します。詳しくはスポーツセ
ンターホームページをご覧ください。

 スポーツセンター　443-3523

スポーツ施設予約端末機の停止
1月23日（土）午後は、電気設備点検の
ため、本庁舎内の端末機が停止します。
施設予約にはスポーツセンターおよび彩
湖・道満グリーンパーク管理事務所の端
末機をご利用ください。
とき 1月23日（土）、正午～終日
内容 スポーツ施設の予約・入金

 文化スポーツ課（内線339）

令和3年成人式
とき 1月 1 1日（祝・月）　※屋内の式典
から屋外のイベントに変更します
ところ 戸田市役所　駐車場
※詳しくは市ホームページを
ご覧ください

 児童青少年課（内線669）

償却資産申告
1月 1日の時点で、事業用の償却資産を
市内に所有する方は、固定資産税の算定
のため、該当する資産の申告が必要です。
申告期限 1月31日（日）

 税務課（内線281）

市保養所「白田の湯」
〜ゴールデンウィークは抽選で〜

申込用紙の配布期間 2月3日（水）～ 1 7日（水）
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 2月 1 7日（水）必着
※インターネットからも申し込み可

 保養所予約窓口［防犯くらし交通課内］
433-22 13

多子世帯応援クーポン事業
多子世帯へ、子育てサービスに利用でき
るチケット8万円分を支給します。
対象 令和2年 1月 1日以降に第3子以降
の子どもが生まれた世帯
申請 3月31日（水）までにスマートフォ
ンまたはパソコンで電子申請　※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）

就学援助（入学前支給）
対象 市内在住で、4月から市内小・中学
校の新 1年生になる子がいて、就学援助
の要件に該当する方
申込 1月7日（木）から市内小学校および学
務課で配布する申請書を、1月29日（金）
までに入学予定または通学している小学
校、または学務課へ提出　※郵送不可

 学務課（内線303）

文化財防火デー・文化財保護訓練
とき 1月26日（火）、午前9時30分～ 1 1
時　※予定
ところ 妙

みょう

厳
ごん

寺
じ

境内（戸田市美女木2丁目
27-4）
内容 初期消火訓練、文化財搬出訓練な
ど　※天候により中止の場合あり

 郷土博物館　443-5600

後期高齢者医療保険料の
コンビニエンスストア納付開始

コンビニエンスストアでの納付には、バ
ーコード付き納付書が必要です。希望す
る方は問い合わせてください。口座振替
希望者は、市役所、美笹支所、戸田公園
駅前出張所の窓口でお申し込みください。
手続きには振替口座のキャッシュカード
と身分証明書が必要です。

 保険年金課（内線277）

重度心身障害者医療費
対象 ①身体障害者手帳 1～3級　②療育
手帳○Ａ、Ａ、Ｂ　③精神障害者保健福
祉手帳 1級所持者　④65歳以上で県後
期高齢者医療広域連合の障害認定を受け
た方（65歳以上で新たに重度心身障害者
となった方は対象外）　※平成31年 1月
1日～所得制限を導入。既存受給者は令
和4年 10月 1日から適用
助成方法  戸田・蕨市内の医療機関（一
部を除く）受診時に受給者証を提示
※受給者証の提示がない場合や市外の病
院などで支払いをした場合、領収書によ
る請求が必要（医療費支払いから5年間
は請求可能）

 障害福祉課（内線273）

20歳から国民年金への加入が
始まります

20歳になったらお知らせや納付書が届
き、後日、年金手帳が送付されます。在
学中などの理由で保険料の納付が難しい
場合は、納付書に同封されている免除申
請書を提出してください。

 保険年金課（内線2 13）

「田島ケ原サクラソウ自生地」の
草焼き

とき 1月 1 3日（水）、午前9時～午後4時
※予定
ところ 桜草公園内「田島ケ原サクラソウ
自生地」（さいたま市桜区大字田島ほか）　
※天候により実施できない場合は、翌日
以降に延期

 さいたま市教育委員会 文化財保護課　
048 -829-1 723

ダイオキシン類濃度の測定結果

ダイオキシン類調査結果一覧表（単位:ng-TEQ/N㎥）

調査した
焼却炉 調査結果

蕨戸田衛生
センターに
適用される
基準値

測定結果
（令和元年度）3炉平均 0.095

法規制
基準値
5以下測定結果

（令和2年度）

Ａ号炉 0.00076

Ｂ号炉 0.95

Ｃ号炉 0.09 1

3炉平均 0.35

 蕨戸田衛生センター組合　施設課 
42 1 -2802

荒川左岸南部流域関連戸田公共
下水道事業計画変更案の縦覧

荒川左岸南部流域関連戸田公共下水道事
業計画の変更に際し、「下水道法施行令」
第3条に基づき、次の計画案の縦覧を行
います。
◆変更計画案の縦覧
とき 1月8日（金）～22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 新曽南庁舎4階　下水道施設課
◆意見書の提出
申込 1月22日（金）必着で、意見書を下
水道施設課事業担当（〒335-0026 新
曽南3-1 -5）へ郵送または持参

おめでとうございます
令和2年　秋の叙勲で受章
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Toda City Information
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就学援助（入学前支給）
対象 市内在住で、4月から市内小・中学
校の新 1年生になる子がいて、就学援助
の要件に該当する方
申込 1月7日（木）から市内小学校および学
務課で配布する申請書を、1月29日（金）
までに入学予定または通学している小学
校、または学務課へ提出　※郵送不可

 学務課（内線303）

文化財防火デー・文化財保護訓練
とき 1月26日（火）、午前9時30分～ 1 1
時　※予定
ところ 妙

みょう

厳
ごん

寺
じ

境内（戸田市美女木2丁目
27-4）
内容 初期消火訓練、文化財搬出訓練な
ど　※天候により中止の場合あり

 郷土博物館　443-5600

後期高齢者医療保険料の
コンビニエンスストア納付開始

コンビニエンスストアでの納付には、バ
ーコード付き納付書が必要です。希望す
る方は問い合わせてください。口座振替
希望者は、市役所、美笹支所、戸田公園
駅前出張所の窓口でお申し込みください。
手続きには振替口座のキャッシュカード
と身分証明書が必要です。

 保険年金課（内線277）

重度心身障害者医療費
対象 ①身体障害者手帳 1～3級　②療育
手帳○Ａ、Ａ、Ｂ　③精神障害者保健福
祉手帳 1級所持者　④65歳以上で県後
期高齢者医療広域連合の障害認定を受け
た方（65歳以上で新たに重度心身障害者
となった方は対象外）　※平成31年 1月
1日～所得制限を導入。既存受給者は令
和4年 10月 1日から適用
助成方法  戸田・蕨市内の医療機関（一
部を除く）受診時に受給者証を提示
※受給者証の提示がない場合や市外の病
院などで支払いをした場合、領収書によ
る請求が必要（医療費支払いから5年間
は請求可能）

 障害福祉課（内線273）

20歳から国民年金への加入が
始まります

20歳になったらお知らせや納付書が届
き、後日、年金手帳が送付されます。在
学中などの理由で保険料の納付が難しい
場合は、納付書に同封されている免除申
請書を提出してください。

 保険年金課（内線2 13）

「田島ケ原サクラソウ自生地」の
草焼き

とき 1月 1 3日（水）、午前9時～午後4時
※予定
ところ 桜草公園内「田島ケ原サクラソウ
自生地」（さいたま市桜区大字田島ほか）　
※天候により実施できない場合は、翌日
以降に延期

 さいたま市教育委員会 文化財保護課　
048 -829-1 723

ダイオキシン類濃度の測定結果

ダイオキシン類調査結果一覧表（単位:ng-TEQ/N㎥）

調査した
焼却炉 調査結果

蕨戸田衛生
センターに
適用される
基準値

測定結果
（令和元年度）3炉平均 0.095

法規制
基準値
5以下測定結果

（令和2年度）

Ａ号炉 0.00076

Ｂ号炉 0.95

Ｃ号炉 0.09 1

3炉平均 0.35

 蕨戸田衛生センター組合　施設課 
42 1 -2802

荒川左岸南部流域関連戸田公共
下水道事業計画変更案の縦覧

荒川左岸南部流域関連戸田公共下水道事
業計画の変更に際し、「下水道法施行令」
第3条に基づき、次の計画案の縦覧を行
います。
◆変更計画案の縦覧
とき 1月8日（金）～22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 新曽南庁舎4階　下水道施設課
◆意見書の提出
申込 1月22日（金）必着で、意見書を下
水道施設課事業担当（〒335-0026 新
曽南3-1 -5）へ郵送または持参

 下水道施設課　229-4673

テレワーク導入や人材確保支援
などの実施

内容 ①テレワーク・ECサイト導入支援
コンサルティング　②ECサイト導入セ
ミナー　③人材確保力強化セミナー　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覧くださ
い
とき ①、④実施中　② 1月 1 5日（金）　
③ 1月 19日（火）
対象 市内事業者

 経済政策課（内線397）

在宅障害児家庭支援事業
プリムファミリークリスマスは中止とな
りましたが、自宅で楽しめるよう、希望
者に工作キットなどをお渡しします。
とき 2月18日（木）、午前 10時～午後4時
ところ 障害者福祉会館2階　団体事務室
対象・定員 市内在住で、高校生以下の
在宅障害児がいる家庭、200世帯　※当
日の指定時間に来館可能な方
申込 1月4日（月）～25日（月）までに、公
共施設などで配布する「申込書兼引換券」
に記入して、FAX、郵送または社会福
祉協議会へ持参

 社会福祉協議会　442-0309

蕨戸田衛生センター組合
令和3・4年度指名競争入札
参加資格申請受付

内容 物品・建設工事など
申請受付期間 1月 1 2日（火）～2月9日
（火）午後 1時～4時30分　※土・日曜日、
祝日を除く。詳しくはホームページをご
覧ください

 蕨戸田衛生センター組合　総務課　
42 1 -2800

戸田競艇企業団
令和3・4年度指名競争入札
参加資格申請受付

申請書配布 1月29日（金）まで、午前9時
～正午　※土・日曜日、祝日、閉庁日を
除く。戸田競艇企業団ホームページより
印刷してください
受付 1月 1 3日（水）～29日（金）、午前9
時～正午　※土・日曜日、祝日、閉庁日
を除く。建設・設計関係は、県電子入札

共同システムで受付
 戸田競艇企業団　総務部　管理担当　

441 -77 13

年金受給者の源泉徴収票
老齢年金の受給者には、日本年金機構か
ら「公的年金等の源泉徴収票」が 1月中に
発送されます。記載されている支払金額
は、実際の支払額とは異なる場合があり
ます。源泉徴収票を紛失した場合は再交
付も可能です。　※障害年金や遺族年金
は非課税のため対象外

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

110番の適正利用
1月 10日は「1 10番の日」です。1 10番
は、緊急通報の専用電話です。緊急を要
さないときは「#91 10」を利用してくだ
さい。

 蕨警察署　048 -444 -01 10

ノロウイルスによる食中毒に注意
ノロウイルスの食中毒防止には、石鹸洗
い 10秒とすすぎ 1 5秒を2回繰り返す、「2
度洗い」による手洗いが効果的です。食
品はよく加熱し、嘔

おう

吐
と

物などの消毒には、
塩素系の消毒薬を使うか熱湯消毒を行い、
二次感染を防ぎましょう。

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

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㎝）、石油ファンヒー
ター、もちつき機、ベビーベッド、
学習机、子ども用自転車（女児、16
インチ）、布団乾燥機、チャイルド
シート、折りたたみ式脚立、ガスス
トーブ、小型冷蔵庫
● ゆずってください
子ども服（男児、90㎝以上）、ぶら
さがり健康器、大人用自転車、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、車イス、
柔道着（中学生女子用）、大正琴
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

※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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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」で申請書を作成し、①マイ
ナンバーカードまたは②ID・パスワード
により、e-Taxで申告が可能です。
※①マイナンバーカードと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ID・パスワード
の登録が必要です。確定申告会場の開設
は2月 16日（火）～3月 1 5日（月）ですが、
還付申告は2月 16日（火）以前でも提出
できます

 西川口税務署　048 -253-4061

《今月の納税》
市県民税…第4期分
国民健康保険税…第7期分
納期限は、2月1日（月）です。毎週水
曜日は午後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 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）

イ ベ ン ト
公民館育成サークル活動体験会
内容 公民館では、「公民館育成サークル」

の認定登録を受けた団体が文化活動をし
ており、随時新規会員を募集しています。
詳しくは、市ホームページまたは各公民
館までお問い合わせください

とき ところ 問い合わせ

2月～3月

下戸田公民館 443- 102 1

美笹公民館 42 1 -3024

新曽公民館 445- 1 8 1 1

※開催日時はサークルで異なります

戸田ヶ原さくらそう
植え付けイベント2021

とき 2月6日（土）、午前 1 1時　※雨天時
は2月 1 3日（土）に順延
ところ 彩湖・道満グリーンパーク内　ピ
クニック広場
定員 25人　※先着順
内容 サクラソウ約 1 ,000株を植え付け
ます。参加者プレゼントあり
持ち物 軍手、タオル、雨具、汚れても
よい服装と靴など
申込 2月2日（火）までに、電話で

 みどり公園課（内線323）

クラシック・ファミリーコンサート
in新曽公民館

とき 1月 1 7日（日）、午後2時　※開場：
午後 1時30分
ところ 新曽福祉センター3階　ホール
内容 市民交響楽協会による音楽会
定員 100人　※費用無料、先着順。未
就学児の参加可（託児サービスはありま
せん）
申込 代表者氏名、電話番号、参加人数
（参加者全員の在住・在勤・在学・年代
の別）、イベント名を記入して、電子メ

ール（niizo-kouminkan@city.toda. 
saitama.jp）、市ホームページの申込フ
ォーム、電話または窓口で

 新曽公民館（新曽福祉センター）　
445-181 1

保育のお仕事面接会＆説明会
とき 2月7日（日）、午後 1時～4時　
※ミニセミナー：午後 1時～、面接会：
午後 1時45分～
ところ 市役所5階　大会議室
内容 法人担当者と個別面接会、ハロー
ワーク職員の就職相談、ミニセミナー
「保育に役立つ！ うたあそび」、諸制度
説明など
対象 保育士（取得見込み含む）、保育補
助など、保育園で就職を希望する方
※費用無料
申込 ミニセミナーは事前予約制（先着順
20人）。詳細は、ハローワーク川口、市
ホームページに掲載　※面接会のみ参加
の場合は申込不要
持ち物 ハローワークカードまたはハロー
ワーク受付票（お持ちの方）

 保育幼稚園室（内線678）

アラサーサロン〜同世代のママ
同士でおしゃべりしませんか

とき 1月21日（木）、午前 10時30分～1 1
時30分
ところ 戸田第二小学校　学童保育室
対象・定員 おおむね30歳以上で、現在
0～3歳の子とその親、4組　※託児あり
（首が据わっていること）
申込 1月7日（木）午前9時～　※申込順、
費用無料

 こども家庭課（内線462）

【市民大学認定講座】男女共同参画フォ
ーラム「なぜ科学が楽しいのか!? 〜東大
生に聞く 私は中高生の時こうだった！〜」

とき 2月27日（土）、午後 1時30分～3時
30分
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）　3階ホール
内容 女性の研究職、大学生活や、中高
生の時の過ごし方などについての、講師
と理系学部で活躍する学生によるパネル
ディスカッション　※手話通訳あり
講師 東京大学特任講師：松

まつ

本
もと

 悠
ゆう

さん
定員 50人
申込 1月5日（火）～　※費用無料。申込
順、電話可

 上戸田地域交流センター（あいパル）　
229-3133

募 集
教育政策室および教育センター
会計年度任用職員

①ボランティア相談員
募集人数 1 2人
内容 市内中学校のさわやか相談室での
相談業務
任用期間 4月6日～令和4年3月31日　
※週2～3日、1日4時間
賃金 日額4,000円
②理科支援員
募集人数 1 2人
内容 理科観察・実験支援業務
任用期間 5月6日～令和4年2月28日　
※週3～4日、1日3時間
賃金 時給 1 ,010円
③すこやかサポーター
募集人数 6人
内容 生徒指導対応や部活動など
任用期間 4月2日～令和4年3月31日　
※週5日、1日7時間30分
賃金 資格あり：時給 1 ,520円、資格な
し：時給 1 ,2 10円
④小学校アクティブティーチャー
募集人数 1 4人
内容 教科指導などの支援業務
任用期間 4月6日～令和4年3月31日　
※週4～5日、1日7時間
賃金 時給 1 ,2 10円
⑤中学校アクティブティーチャー

※文化会館は改修工事により 1月 1 0日（日）までは総合受付のみ営業
〇出生届や死亡届などの戸籍の届出は、市役所宿直でお預かりします
〇証明書のコンビニ交付も 1月4日（月）から利用できます

施設名 業務開始日
市役所、新曽南庁舎、
戸田公園駅前行政センター、美笹支所

1／4（月）

福祉センター、公民館
上戸田地域交流センター（あいパル）・
図書館上戸田分館
福祉保健センター
市民医療センター
心身障害者福祉センター
ボランティア・市民活動支援センター
彩湖自然学習センター（みどりパル）

1／5（火）郷土博物館・中央図書館・下戸田分室・
美笹分室

施設名 業務開始日
東部連絡所

1／5（火）

新曽南多世代交流館（さくらパル）
教育センター
笹目コミュニティセンター（コンパル）
スポーツセンター
文化会館※
図書館下戸田南分室 1／6（水）

年始の業務予定
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ール（niizo-kouminkan@city.toda. 
saitama.jp）、市ホームページの申込フ
ォーム、電話または窓口で

 新曽公民館（新曽福祉センター）　
445-181 1

保育のお仕事面接会＆説明会
とき 2月7日（日）、午後 1時～4時　
※ミニセミナー：午後 1時～、面接会：
午後 1時45分～
ところ 市役所5階　大会議室
内容 法人担当者と個別面接会、ハロー
ワーク職員の就職相談、ミニセミナー
「保育に役立つ！ うたあそび」、諸制度
説明など
対象 保育士（取得見込み含む）、保育補
助など、保育園で就職を希望する方
※費用無料
申込 ミニセミナーは事前予約制（先着順
20人）。詳細は、ハローワーク川口、市
ホームページに掲載　※面接会のみ参加
の場合は申込不要
持ち物 ハローワークカードまたはハロー
ワーク受付票（お持ちの方）

 保育幼稚園室（内線678）

アラサーサロン〜同世代のママ
同士でおしゃべりしませんか

とき 1月21日（木）、午前 10時30分～1 1
時30分
ところ 戸田第二小学校　学童保育室
対象・定員 おおむね30歳以上で、現在
0～3歳の子とその親、4組　※託児あり
（首が据わっていること）
申込 1月7日（木）午前9時～　※申込順、
費用無料

 こども家庭課（内線462）

【市民大学認定講座】男女共同参画フォ
ーラム「なぜ科学が楽しいのか!? 〜東大
生に聞く 私は中高生の時こうだった！〜」

とき 2月27日（土）、午後 1時30分～3時
30分
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）　3階ホール
内容 女性の研究職、大学生活や、中高
生の時の過ごし方などについての、講師
と理系学部で活躍する学生によるパネル
ディスカッション　※手話通訳あり
講師 東京大学特任講師：松

まつ

本
もと

 悠
ゆう

さん
定員 50人
申込 1月5日（火）～　※費用無料。申込
順、電話可

 上戸田地域交流センター（あいパル）　
229-3133

募 集
教育政策室および教育センター
会計年度任用職員

①ボランティア相談員
募集人数 1 2人
内容 市内中学校のさわやか相談室での
相談業務
任用期間 4月6日～令和4年3月31日　
※週2～3日、1日4時間
賃金 日額4,000円
②理科支援員
募集人数 1 2人
内容 理科観察・実験支援業務
任用期間 5月6日～令和4年2月28日　
※週3～4日、1日3時間
賃金 時給 1 ,010円
③すこやかサポーター
募集人数 6人
内容 生徒指導対応や部活動など
任用期間 4月2日～令和4年3月31日　
※週5日、1日7時間30分
賃金 資格あり：時給 1 ,520円、資格な
し：時給 1 ,2 10円
④小学校アクティブティーチャー
募集人数 1 4人
内容 教科指導などの支援業務
任用期間 4月6日～令和4年3月31日　
※週4～5日、1日7時間
賃金 時給 1 ,2 10円
⑤中学校アクティブティーチャー

募集人数 6人
内容 中学校教科指導および生徒指導など
任用期間 4月9日～令和4年3月 1 8日　
※週3日、1日7時間
賃金 時給 1 ,520円
⑥本好きサポーター
募集人数 1 8人
内容 学校図書館図書整理業務など
任用期間 4月7日～令和4年3月24日　
※週3日程度、1日3時間
賃金 時給 1 ,2 10円

資格 教員免許を有する方など　※詳し
くはお問い合わせください
勤務場所 市内各小・中学校
選考日 1月下旬～2月
選考 書類審査・面接審査　
※④⑤は模擬授業審査あり
申込 1月 1 5日（金）までに写真を貼った
履歴書、はがき（連絡用）、84円切手を
貼った定型封筒、志願書、資格の写しを、
それぞれ下記へ持参　※募集人数、任用
期間、賃金などは予定。規定により交通
費支給

 ①教育センター　434 -5660、②～
⑥教育政策室（内線318）

市内小・中学校会計年度任用職員
特別支援学級補助員（特別支援学級での
生活および授業の補助）、肢体不自由児
支援員、教育支援員（通常学級での児童
への支援）を募集します。
募集人数 30人程度　※学校教育に理解
があり、障がいのある子どもや配慮を要
する子どもを支援する意欲のある方
任用期間 ①4月7日～7月20日　②8月
25日～ 1 2月24日　③令和4年 1月 1 1日
～3月25日　※原則①～③全ての期間勤
務となります
勤務時間 週5日、1日5時間
賃金 時給 1 ,2 10円（予定）
申込 1月7日（木）までに写真を貼った履
歴書、84円切手を貼り返信用の宛名を
記入した定型封筒2通を学務課へ持参　
※郵送不可。1月2 1日（木）～ 1月28日
（木）の間に面接あり

 学務課（内線303）

パブリック・コメント
次の内容の意見を募集します。
①第2期戸田市スポーツ推進計画

誰もがスポーツに気軽に親しめる環境を
つくり、スポーツ参画人口の拡大と、ス
ポーツの素晴らしさを未来へ繋げるため、
「第2期戸田市スポーツ推進計画」を策定
します。
担当課 文化スポーツ課（内線339）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-3358）または電子メール
（bunka-sport＠city.toda.saitama.jp）で
②戸田市経済戦略プラン
市内事業者の産業振興と市内経済の更な
る活性化のために、「戸田市経済戦略プ
ラン」を策定します。
担当課 経済政策課（内線374）
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
（keizai＠city.toda.saitama.jp）で
③第2次戸田市歩行者自転車道路網整備
計画（素案）
歩行空間、自転車通行環境のより一層の
安全性、快適性の向上を図るため、「第2
次戸田市歩行者自転車道路網整備計画」
を策定します。
担当課 道路河川課（内線329）
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
（doro-kasen@city.toda.saitama.jp）で
④第4次戸田市教育振興計画（案）
来年度からの5年間の教育改革の大きな
方向性を示す、「第4次戸田市教育振興
計画」を策定します。
担当課 教育政策室（内線336）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（443-9033）または電子メール
（kyo-seisaku@city.toda.saitama.jp）で
⑤戸田市行財政改革大綱（案）
効果的・効率的な行財政運営のために、
「戸田市行財政改革大綱」を策定します。
担当課 経営企画課（内線436）
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
（kikaku＠city.toda.saitama.jp）で
⑥戸田市移動等円滑化促進方針（素案）
バリアフリー推進のために、「戸田市移
動等円滑化促進方針」を策定します。
担当課 まちづくり推進課（内線268）
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
（matidukuri＠city.toda.saitama.jp）で

募集期間 ①～④ 1月5日（火）～2月3日

※文化会館は改修工事により 1月 1 0日（日）までは総合受付のみ営業
〇出生届や死亡届などの戸籍の届出は、市役所宿直でお預かりします
〇証明書のコンビニ交付も 1月4日（月）から利用できます

施設名 業務開始日
東部連絡所

1／5（火）

新曽南多世代交流館（さくらパル）
教育センター
笹目コミュニティセンター（コンパル）
スポーツセンター
文化会館※
図書館下戸田南分室 1／6（水）
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（水）、⑤ 1月6日（水）～2月4日（木）、⑥
1月 1 2日（火）～2月 1 2日（金）
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。①は心身障害者福祉センター、
彩湖・道満グリーンパーク管理事務所、文
化会館、スポーツセンターでも公開
※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）

未来へはばたく人財育成資金給
付金　国公立高等学校奨学生

募集人数 1 2人以内
給付額 月額 1 5 ,000円
（年額 1 80,000円）
対象 生活保護世帯または市町村民税所
得割非課税世帯で、市立中学校の第3学
年に在籍し、国公立の高等学校に入学を
許可される見込みのある生徒　
※学校長の推薦が必要。選考あり
申込 2月 1日（月）～ 1 5日（月）　※申請
書は 1月7日（木）から在籍する中学校で
配付。申請希望者は中学校に要相談

 教育総務課（内線305）

海外留学奨学生
募集人数 若干名
給与限度額 留学期間が 1学年以上2学年
未満の場合は 100万円、2学年以上の場
合は 1 50万円　※選考結果により満額給
与されない場合あり
選考 書類選考および面接
申込 1月 15日（金）～2月5日（金）　※留
学する日の 1年前から申込可。申請書は
1月4日（月）～配布。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください

 教育総務課（内線326）

日本語スピーチコンテスト出場者
（録画によるオンライン）

とき 2月 1 4日（日）、午前 10時～
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）2階　会議室
内容 日本で暮らして感じたことなどを
テーマに話す
対象・定員 市内または近隣市に在住・在
勤・在学し、日本語を母語としない中学
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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
1／8(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

1／6（水）、9（土）、 
13（水）、16（土）、 
20（水）、27（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、25人

おはなしの部屋
1／23（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
1／9(土) 
10：30～1 1：30 
※受付／ 10：15

『まめうしくん』（30分） 
『おまえうまそうだな』（24
分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

1／7、14、21、28
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１回、50分

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

プログラミング講座
2／21（日） 
14：00～15：30 
※開場／ 13：30

プログラミングロボット 
『こくり』を使用した 
プログラミング講座

小学 1～3年生、
5人
※保護者同伴可

1／2 1（木） 
9：00～ 
電話か直接

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

1／ 1 7（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、 
10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）

1／5、1 2、19、26
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

未就学児と
その保護者、
6組（1 2人）

研修室
（あいパル3階）

赤ちゃんおはなし会 1／8（金）、22（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、
8組（16人）

和室
（あいパル2階）

パルシアター

1／ 10（日） 
①大人向け
13：30～14：00 
②子ども向け
14：30～15：00

①『綾小路きみまろ  爆笑!
エキサイトライブビデオ第
1集』 
②『トムとジェリー』

誰でも、
各 1 8人

研修室 
（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 1／23（土） 
10：30～ 1 1：00

絵本講師による絵本の選び
方や、絵本による子育てに
ついての話 
※おはなし会ではありませ
ん

0～2歳児の保
護者、4人（子
ども連れ可）

和室
（あいパル2階）

1／5
（火）～ 
※電話可、
申込順

図書館の福袋
1／4（月）～ 1 7（日） 
9：00～2 1：30
※無くなり次第終了

開けてみてのお楽しみの本
の貸出
※窓口で手続きが必要

誰でも 上戸田分館 当日先着順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

【市民大学認定講座】
彩湖周辺の野鳥観察⑤

2／ 1 4（日）
10：00～ 1 2：00

彩湖に訪れた渡鳥と冬の野
鳥の生態を観察
※バス移動

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／ 1 4
（木）～
電話可

竹を使ったものづくり 2／20（土）
10：00～ 1 2：00 竹を使った工作

誰でも（小学生
以下保護者同
伴）、20人

1／20
（水）～
電話可

ピンホールカメラづくり 2／28（日）
10：00～ 1 2：00

ピンホールカメラをつく
り、原理を学ぶ

誰でも（小学2年
生以下保護者同
伴）、20人

1／28
（木）～
電話可

春のいきものさがし
3／7（日）
10：00～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺で春の生物
（植物、昆虫、野鳥など）を
観察する

小学3年生以上
中学３年生まで、
20人

2／7
（日）～
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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（水）、⑤ 1月6日（水）～2月4日（木）、⑥
1月 1 2日（火）～2月 1 2日（金）
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。①は心身障害者福祉センター、
彩湖・道満グリーンパーク管理事務所、文
化会館、スポーツセンターでも公開
※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）

未来へはばたく人財育成資金給
付金　国公立高等学校奨学生

募集人数 1 2人以内
給付額 月額 1 5 ,000円
（年額 1 80,000円）
対象 生活保護世帯または市町村民税所
得割非課税世帯で、市立中学校の第3学
年に在籍し、国公立の高等学校に入学を
許可される見込みのある生徒　
※学校長の推薦が必要。選考あり
申込 2月 1日（月）～ 1 5日（月）　※申請
書は 1月7日（木）から在籍する中学校で
配付。申請希望者は中学校に要相談

 教育総務課（内線305）

海外留学奨学生
募集人数 若干名
給与限度額 留学期間が 1学年以上2学年
未満の場合は 100万円、2学年以上の場
合は 1 50万円　※選考結果により満額給
与されない場合あり
選考 書類選考および面接
申込 1月 15日（金）～2月5日（金）　※留
学する日の 1年前から申込可。申請書は
1月4日（月）～配布。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください

 教育総務課（内線326）

日本語スピーチコンテスト出場者
（録画によるオンライン）

とき 2月 1 4日（日）、午前 10時～
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）2階　会議室
内容 日本で暮らして感じたことなどを
テーマに話す
対象・定員 市内または近隣市に在住・在
勤・在学し、日本語を母語としない中学

生以上の方、7人
申込 1月30日（土）までに申込書を下記
へ持参　※応募多数は選考。表彰者、出
場者に賞品あり

 国際交流協会　434 -5690

シルバー人材センター会員
とき ① 1月6日（水）、午後2時～4時　
② 1月7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
放課後児童支援員認定資格研修
（第12コース）

とき 3月3日（水）、5日（金）、8日（月）、
1 2日（金）、午前9時30分～午後5時
※3日（水）のみ午後5時 1 5分まで
ところ 川口市総合文化センター
対象・定員 保育士、教員免許、高校卒
業者で児童福祉事業に2年以上従事など
の、条例に定める受講資格などを有して
いる市民、3人程度
費用 1 , 720円　※資料代
申込 住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
受講資格を記入して、電子メール（j ido 
seisyonen@city.toda.saitama.jp）
または電話で　※申込順

 児童青少年課（内線689）

親子かけっこ教室
とき 1月30日（土）、①午前 10時～ 1 1
時　②午前 1 1時 1 5分～午後0時 1 5分
ところ スポーツセンター
対象・定員 市内在住の小学 1～3年生と
その保護者（1 8歳以上）、各回20組
費用 1組 1 ,000円　※当日徴収
持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物
申込 1月16日（土）午前 10時～27日（水）
に、スポーツセンターホームページより
申し込み　※申込順

 スポーツセンター　443-3523

令和2年度文化教室
「日本画教室入門編」

とき 1月22日、29日、2月5日、12日の
金曜日（全4回）、午後 1時30分～4時
ところ 文化会館3階 練習室B
講師 日本美術院 院友：杉

すぎ

浦
うら

 左
さ

知
ち

さん
対象・定員 高校生以上の市内在住・在勤・
在学者、10人
費用 3 ,000円（材料費など）
持ち物 詳しくは受講者に郵便で後日通知
申込 1月6日（水）～、電話で　※申込順

 文化スポーツ課（内線368）

起業支援セミナー
とき 2月 10日（水）、午後6時30分～8
時30分
ところ 商工会館　会議室
内容 今活用できる！ 補助金セミナー
講師 さいたま起業家協議会：近

こん

藤
どう

 美
み

恵
え

子
こ

さん
定員・対象 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、業種を記入して、電子メール（ke 
izai＠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）

女性向け起業支援セミナー
とき 1月2 1日、28日、2月4日の木曜日
（全3回）、午前9時30分～ 1 1時30分
ところ 商工会館　会議室
内容 はじめての営業・宣伝講座
講師 株式会社キャラウィット：上

かみ

岡
おか

 実
み

弥
や

子
こ

さん、株式会社コミュニティネッ
ト：今

いま

井
い

 房
ふさ

子
こ

さん
対象・定員 起業している、起業内容が
決まっている女性で全3回参加できる方、
20人　※市民優先。託児あり（6カ月～
未就学、3人まで。10日前までに要申込）
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、創業状況、業種、
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.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）

21

※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

戸
田
市
広
報
1
月
号

戸
田
市
広
報
1
月
号

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
1／8(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

1／6（水）、9（土）、 
13（水）、16（土）、 
20（水）、27（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、25人

おはなしの部屋
1／23（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
1／9(土) 
10：30～1 1：30 
※受付／ 10：15

『まめうしくん』（30分） 
『おまえうまそうだな』（24
分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

1／7、14、21、28
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１回、50分

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

プログラミング講座
2／21（日） 
14：00～15：30 
※開場／ 13：30

プログラミングロボット 
『こくり』を使用した 
プログラミング講座

小学 1～3年生、
5人
※保護者同伴可

1／2 1（木） 
9：00～ 
電話か直接

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

1／ 1 7（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、 
10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）

1／5、1 2、19、26
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

未就学児と
その保護者、
6組（1 2人）

研修室
（あいパル3階）

赤ちゃんおはなし会 1／8（金）、22（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、
8組（16人）

和室
（あいパル2階）

パルシアター

1／ 10（日） 
①大人向け
13：30～14：00 
②子ども向け
14：30～15：00

①『綾小路きみまろ  爆笑!
エキサイトライブビデオ第
1集』 
②『トムとジェリー』

誰でも、
各 1 8人

研修室 
（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 1／23（土） 
10：30～ 1 1：00

絵本講師による絵本の選び
方や、絵本による子育てに
ついての話 
※おはなし会ではありませ
ん

0～2歳児の保
護者、4人（子
ども連れ可）

和室
（あいパル2階）

1／5
（火）～ 
※電話可、
申込順

図書館の福袋
1／4（月）～ 1 7（日） 
9：00～2 1：30
※無くなり次第終了

開けてみてのお楽しみの本
の貸出
※窓口で手続きが必要

誰でも 上戸田分館 当日先着順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

【市民大学認定講座】
彩湖周辺の野鳥観察⑤

2／ 1 4（日）
10：00～ 1 2：00

彩湖に訪れた渡鳥と冬の野
鳥の生態を観察
※バス移動

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／ 1 4
（木）～
電話可

竹を使ったものづくり 2／20（土）
10：00～ 1 2：00 竹を使った工作

誰でも（小学生
以下保護者同
伴）、20人

1／20
（水）～
電話可

ピンホールカメラづくり 2／28（日）
10：00～ 1 2：00

ピンホールカメラをつく
り、原理を学ぶ

誰でも（小学2年
生以下保護者同
伴）、20人

1／28
（木）～
電話可

春のいきものさがし
3／7（日）
10：00～ 1 2：00
※雨天中止

センター周辺で春の生物
（植物、昆虫、野鳥など）を
観察する

小学3年生以上
中学３年生まで、
20人

2／7
（日）～
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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【市民大学認定講座】
現代課題講座「気候変動（地球
温暖化）の実態と影響」

とき 2月27日（土）、午後2時～3時30分
ところ 新曽福祉センター　ホール
内容 気候変動の実態と影響を解明し、対
策を考える
講師 県環境科学国際センター：本

ほん

城
じょう

 慶
けい

多
た

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、65人
申込 1月4日（月）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、電話、電子メール（ky 
o-syogaigaku@cit y.toda.sa i ta 
ma.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

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内
線342）

市民活動団体向け専門講座
「助成金申請のコツ教えます」

とき 2月 1 4日（日）、2 1日（日）、午後 1
時30分～4時（全2回）
ところ ボランティア・市民活動支援セ
ンター　会議スペースA・B
内容 団体内での事業計画や資金計画助
成金申請書の作成方法について学ぶ
講師 さいたまNPOセンター専務理事：
村
むら

田
た

 惠
けい

子
こ

さん
対象・定員 市内で活動する市民活動団
体会員、6人
申込 氏名、電話番号を、電話または電子
メール（tomato-staff@todasimin.net）で
費用 500円　※申込順

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 - 4444

身体障害者対象　パン作り講座
とき 2月5日（金）、 1 2日（金）、午前 1 0
時～正午
ところ 心身障害者福祉センター2階　料
理実習室
対象・定員 身体障害者、各4人
費用 1回500円
申込 1月 1 0日（日）～受付　※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

心身障害児対象親子料理体験
「蕎麦打ち体験教室」

とき 1月23日（土）、①午前9時30分～
1 1時　②午前 1 1時30分～午後 1時
※2部制
ところ 心身障害者福祉センター2階　料
理実習室
講師 さいたま蕎麦打ち倶楽部
内容 親子で手打ち蕎麦づくりを体験
対象・定員 心身障害児とその保護者、①
②とも各2組（子どもと保護者の2人 1組）
費用 1組につき 1 ,000円
申込 1月4日（月）～　※申込順、電話、
FAX（441 -5031）可

 心身障害者福祉センター　445-1828

要約筆記　はじめての体験講座
とき 2月3日、10日、1 7日、24日、3月
3日の水曜日（全5回）、午前9時30分～

1 1時30分
ところ 心身障害者福祉センター3階　
集会室
定員・対象 ボランティア活動に関心の
ある方、市内在住または在勤の 1 8歳以
上の方、 1 0人　※費用無料、先着順
申込 1月29日（金）までに申込書に必要
事項を記入の上、心身障害者福祉センタ
ーへ提出　※電話、FAX（441 -5031）
による仮申込も可

 心身障害者福祉センター　445-1828

TODAファイナンシャルセミナー
内容 収入アップと自己実現のための起
業のすすめ
とき 1月30日（土）、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）
対象・定員 市内在住・在学・在勤者、
20人　※費用無料、先着順
申込 特定非営利活動法人JCPFP（04 
8 - 859-7810）　※詳しくはさくらパ
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

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月28日（木）、29日（金）、午前 10
時30分～午後3時30分
ところ 彩の国すこやかプラザ
内容 レベルに応じたパソコン技能を習
得する
定員 1 5人　※託児あり（未就学児、無料）
費用 800円（教材費）
申込 1月 14日（木）必着で、往復はがき

または電子メール（info@saiboren.
or.jp）で　
※詳しくはお問い合わせください

 県母子寡婦福祉連合会　048 -822-
1951

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

Excel2013基礎 2／ 10、1 7、24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
とも

3,000円

1／6（水）～
25（月）
※申込順、
電話可。
希望者2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 2／3（水）～5（金）、
19：00～21：00

飾り文字を使った見映
えのする文書作成

PowerPoint2013 2／ 1 1、18、25の木曜日、
10：00～12：00

パワーポイント機能を
使いこなす

◆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

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

ものづくり
ワークショップ

1／ 16（土） 
10：00～ 15：00

ハーバリウムやサンド
アートなどのものづく
りの時間を楽しむ。事
前予約制、入場入替制

市内在住・在勤・在学者 500円～ 受付中

ミッションマネージャー
吉川先生が語る
「はやぶさ2 小惑星探査
機の挑戦」

2／20（土） 
14：30～ 16：00

JAXA宇宙科学研究
所：吉

よし

川
かわ

 真
まこと

准教授に
よる、はやぶさ2講演会

市内在住・在勤・在学者、
95人

無料

1／8（金）～
※申込順、
電話可

防災DAYS
パネル展とグッズ展

2／2（火）～7（日） 
9：00～ 16：00

日頃の備えに関する
パネル展示や、男女
共同参画視点で備え
た避難グッズの展示

市内在住・在勤・在学者 事前申込不要

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

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

1／7（木）、2／4（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

1／9（土）、2／ 1 3（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

1／ 19（火）、2／ 16（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

パン教室 2／ 1 3（土）
10：00～ 1 2：30

簡単でおいしい3種類の
パンをつくる
※試食なし。持ち帰り容
器持参 市内在住・在勤・

在学者、8人

1 ,000円
（教材費、
保険料）

1／ 1 3（水）～

【市民大学認定講座】
プログラミング講座

2／20（土）
10：00～ 1 5：00

スクラッチを利用し、動
画作成や図形の作画など
を学ぶ

1 ,100円
（教材費） 1／ 1 5（金）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

1／ 1 7（日）、2／2 1（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

子ども料理教室２ 2／ 1 3（土）
10：00～ 1 2：00

チョコレート菓子をつく
る
※試食なし。持ち帰り容
器持参

小学 1～3年生、
8人

800円
（教材費、
保険料）

1／ 1 4（木）～

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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1 1時30分
ところ 心身障害者福祉センター3階　
集会室
定員・対象 ボランティア活動に関心の
ある方、市内在住または在勤の 1 8歳以
上の方、 1 0人　※費用無料、先着順
申込 1月29日（金）までに申込書に必要
事項を記入の上、心身障害者福祉センタ
ーへ提出　※電話、FAX（441 -5031）
による仮申込も可

 心身障害者福祉センター　445-1828

TODAファイナンシャルセミナー
内容 収入アップと自己実現のための起
業のすすめ
とき 1月30日（土）、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）
対象・定員 市内在住・在学・在勤者、
20人　※費用無料、先着順
申込 特定非営利活動法人JCPFP（04 
8 - 859-7810）　※詳しくはさくらパ
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

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月28日（木）、29日（金）、午前 10
時30分～午後3時30分
ところ 彩の国すこやかプラザ
内容 レベルに応じたパソコン技能を習
得する
定員 1 5人　※託児あり（未就学児、無料）
費用 800円（教材費）
申込 1月 14日（木）必着で、往復はがき

または電子メール（info@saiboren.
or.jp）で　
※詳しくはお問い合わせください

 県母子寡婦福祉連合会　048 -822-
1951

マンション管理相談会・
基礎セミナー

とき 1月9日（土）、①相談会：午前 10
時～ 1 1時45分　②セミナー：午後 1時
～4時30分
ところ 川口総合文化センター リリア 1 1階　

大会議室
対象 分譲マンションの管理組合員およ
びマンション管理に関心のある方　※費
用無料。要予約、申込順
定員 ②50人

 川口市住宅政策課住宅政策係　048 -
242-6326

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

Excel2013基礎 2／ 10、1 7、24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
とも

3,000円

1／6（水）～
25（月）
※申込順、
電話可。
希望者2人
以下のコース
は中止

Word2013基礎 2／3（水）～5（金）、
19：00～21：00

飾り文字を使った見映
えのする文書作成

PowerPoint2013 2／ 1 1、18、25の木曜日、
10：00～12：00

パワーポイント機能を
使いこなす

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

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

ものづくり
ワークショップ

1／ 16（土） 
10：00～ 15：00

ハーバリウムやサンド
アートなどのものづく
りの時間を楽しむ。事
前予約制、入場入替制

市内在住・在勤・在学者 500円～ 受付中

ミッションマネージャー
吉川先生が語る
「はやぶさ2 小惑星探査
機の挑戦」

2／20（土） 
14：30～ 16：00

JAXA宇宙科学研究
所：吉

よし

川
かわ

 真
まこと

准教授に
よる、はやぶさ2講演会

市内在住・在勤・在学者、
95人

無料

1／8（金）～
※申込順、
電話可

防災DAYS
パネル展とグッズ展

2／2（火）～7（日） 
9：00～ 16：00

日頃の備えに関する
パネル展示や、男女
共同参画視点で備え
た避難グッズの展示

市内在住・在勤・在学者 事前申込不要

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

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

1／7（木）、2／4（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

1／9（土）、2／ 1 3（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

1／ 19（火）、2／ 16（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

パン教室 2／ 1 3（土）
10：00～ 1 2：30

簡単でおいしい3種類の
パンをつくる
※試食なし。持ち帰り容
器持参 市内在住・在勤・

在学者、8人

1 ,000円
（教材費、
保険料）

1／ 1 3（水）～

【市民大学認定講座】
プログラミング講座

2／20（土）
10：00～ 1 5：00

スクラッチを利用し、動
画作成や図形の作画など
を学ぶ

1 ,100円
（教材費） 1／ 1 5（金）～

新曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

1／ 1 7（日）、2／2 1（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

子ども料理教室２ 2／ 1 3（土）
10：00～ 1 2：00

チョコレート菓子をつく
る
※試食なし。持ち帰り容
器持参

小学 1～3年生、
8人

800円
（教材費、
保険料）

1／ 1 4（木）～

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
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