
お 知 ら せ
「敬老のつどい」の中止
毎年9月に開催している「敬老のつどい」
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため中止します。

 健康長寿課（内線285）

「戸田市シェイクアウト」を実施
防災行政無線から放送される訓練開始を
合図に、身を守る安全行動
　「 1：DROP！（まず低く！）、
　 2：COVER！（頭を守り！）、
　 3：HOLD ON！（動かない！）」
をそれぞれの場所で、実施しましょう。
いざという時にすぐ行動ができるよう訓
練に参加しましょう。
とき 9月 1日（水）、午前9時30分
参加対象者 市内在住・在勤・在学者
参加方法 事前に参加登録の上、ご参加
ください。
※詳しくは市ホームページを
ご覧ください

 危機管理防災課（内線31 1）

「530（ゴミゼロ）運動実践活動」の中止
9月5日（日）に予定していた「第 162回
戸田530運動」は新型コロナウイルス感
染防止のため中止します。

 戸田530運動推進連絡会事務局［環境
課内］（内線390）

蕨戸田衛生センター工事に伴う
ごみ減量のお願い

とき 9月 1日（水）～3日（金）、9月29日
（水）～ 1 2月 1 7日（金）　※予定
内容 工事期間中はさいたま市・川口市
にごみの搬入を行うため、収集に時間が
かかります。ごみの減量へのご協力をお
願いします。

 環境課（内線390）

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届

8月は、各手当の今年度の支給を決定す

るための現況届・所得状況届の提出月で
す。該当者には、7月下旬に通知を送り
ましたので必要書類を提出してください。
期限内に提出がない場合、手当の支給が
停止になりますのでご注意ください。
◆児童扶養手当
対象 児童が父母の離婚などにより父ま
たは母と生計を同じくしていない場合や、
児童の父または母に一定の障害がある状
態で児童を育てている方　※児童扶養手
当の一部支給停止適用除外事由届出書に
関する通知が届いた方は、当該届出書と
必要書類も同時に提出してください
提出期限 8月31日（火）
◆特別児童扶養手当
対象 精神または身体に障害のある20歳
未満の子どもを養育している方
提出期限 8月23日（月）
---------------------------------------
※両手当とも所得制限あり
※次の日程で休日も受け付けます
とき 8月 1日（日）、22日（日）、午前9時
～午後4時30分
ところ 市役所2階　こども家庭支援室

 こども家庭支援室（内線274）

新入学児童の健康診断
来春小学校へ入学する子（平成27年4月
2日~28年4月 1日生まれ）を対象に、各
学校で就学時健康診断を行います。対象
者には、8月末に「就学時健康診断票」な
どの通知を郵送しますので、必要事項を
記入し、当日お持ちください。通知が届
かない場合はご連絡ください。

学校名 月日（曜日） 受付開始時間
戸田第一小学校 10月26日（火） 1 2：30
戸田第二小学校 10月2 1日（木） 1 2：35
新曽小学校 10月 1 9日（火） 1 2：30
美谷本小学校 10月 1 3日（水） 1 3： 10
笹目小学校 10月22日（金） 1 2：50
戸田東小学校 10月28日（木） 1 2：20
戸田南小学校 10月 1 2日（火） 1 2：45
喜沢小学校 10月20日（水） 1 2：40
笹目東小学校 10月22日（金） 1 3：00
新曽北小学校 10月 5日（火） 1 2：40
美女木小学校 10月20日（水） 1 2：30
芦原小学校 10月 1 9日（火） 1 2：45

※市に住民登録をしている外国人で、子
を市内の小学校に入学させたい方は、在
留カードと通知を持参の上、学務課で手
続きをしてください

 学務課（内線448）

交通事故被害者の家族への援護金
県交通安全対策協議会では、県内在住の
交通遺児等を対象に、援護一時金を給付
しています。
※「交通遺児等」とは、1 8歳以下で、保
護者（一方または双方）が交通事故（陸海
空全ての交通事故）により、死亡または
重い障害を負った方をいいます
対象 県内に在住する令和2年4月 1日以
降に交通遺児等となった 1 8歳以下の方
給付額 子ども 1人につき 10万円（1回の
み）
給付時期 1 1月または令和4年5月
提出期限 ① 1 1月給付分： 8月31日（火）
まで　②令和4年5月給付分：令和4年2
月28日（月）まで
申請書類 各市町村、学校などで配布
提出先 みずほ信託銀行浦和支店（さいた
ま市浦和区高砂2-6-1 8）に郵送または
持参

 県交通安全対策協議会 048 -825-2 
01 1／県防犯・交通安全課 048 -830-
2955

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金

対象 緊急小口資金等の特例貸付の限度
額に達している方、社会福祉協議会から
再貸付について不承認とされた方など
受付期限 8月31日（火）まで
申込 ①市ホームページに掲載されてい
る申請様式による郵送申請　②新型コロ
ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
窓口（市役所地下 1階）に直接持参

 生活支援課（内線490）

「歳末たすけあい支援金配分事業」・
「換気扇・エアコン清掃事業」の申請

対象 次の条件を全て満たしている世帯　
①本市の住民基本台帳に記載登録されて
いる　②世帯全員が住民税非課税である　

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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③生活保護を受給していない　④単身世
帯で施設入所、長期入院中でない　⑤自
動車を所有していない（身体的理由また
は仕事で自動車を必要とする世帯は除
く）　⑥世帯全員が75歳以上の高齢者世
帯である（10月 1日時点）
※⑤は「歳末たすけあい支援金」、⑥は
「換気扇・エアコン清掃」のみの条件です。
詳しくはご相談ください　
申請方法 9月3日（金）までに、担当民生
委員に申請書、最新年度の非課税証明書
を提出してください。
※申請書は民生委員または社会福祉協議
会で配布しています

 社会福祉協議会 442-0309

戸田市デジタル化支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症により影響を
受けた市内の中小企業などが、新しい生
活様式などに対応し、自社の経営課題を
解決するための、デジタル化に要する経
費の一部（補助率3分の2、上限額50万
円）を補助します。
とき 受付中　※予算上限に達し次第終了
対象 中小企業基本法で定める市内本店
の中小企業者など
※詳しくは市ホームページをご覧ください
申込 ホームページ内申込フォームまた
はメールで事前相談申込書を提出

 経済戦略室（内線398）

リサイクル自転車の販売
とき 8月8日（日）
ところ 戸田地区自転車商組合加盟店
価格 上限8,000円　※別途防犯登録料
600円が必要
加盟店名 住所 電話

日坂輪業 喜沢2 -27 -3 44 1 -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 44 1 -6 1 68

YOU SHOP 
ヤマダ 上戸田2 -2 -4 44 1 -2049

稲垣サイクル 新曽南2 - 1 2 -25 44 1 -4 1 22
遊輪ショップ
えぐち 大字新曽 1 827 - 1 44 1 -4 1 64

梅田自転車 本町3- 1 - 26 44 1 - 1 1 8 1

※販売台数には限りがあります。詳しく
は近くの加盟店へお問い合わせください

 都市交通課（内線263）

国民年金保険料の口座振替での
前納

国民年金保険料は当月末振替や6カ月前
納などを選択すると、現金で毎月納付す
るのに比べて当月末納付は50円、6カ月
前納は 1 ,1 30円割引になります。口座
振替申出書は日本年金機構ホームページ、
または、保険年金課窓口で取得できます。
10月から3月分の6カ月前納の手続きは、
8月末日までです。

 浦和年金事務所 048 -831 -1638

成年後見なんでも電話相談
とき 9月4日（土）、午前 10時～午後4時
内容 9月は、九都県市合同の成年後見制
度普及促進月間です。成年後見制度につ
いて知りたい方、利用をお考えの方の疑
問に、後見実務に詳しい弁護士、司法書
士、社会福祉士が電話でお答えします。
相談先 048 -7 10-5040（当日のみ有効）

 県地域包括ケア課 048 -830-3251

下水道排水設備工事責任技術者
共通試験

とき 1 1月28日（日）
ところ 聖学院大学（上尾市）
申込 8月23日（月）～9月30日（木）　
※詳しくは8月23日（月）から新曽南庁
舎4階下水道施設課で配布する受験案内
をご覧ください

 下水道施設課　229-4673

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

とき 8月27日（金）～9月2日（木）、午前
8時30分～午後7時　※8月28日（土）、
29日（日）は午前 10時～午後5時
内容 法務局職員や県人権擁護委員連合
会子ども人権委員会委員による電話相談
相談先 01 20-007-1 10（全国共通・無
料、IP電話不可）

 さいたま地方法務局人権擁護課
048 -859-3507

8月のマンション管理相談
とき 8月4日（水）、午後 1時～3時　※要
予約、先着2組まで。相談時間は45分
ところ 市役所3階　相談室
内容 管理組合運営・建物設備の維持管
理など

申込 8月3日（火）午後3時までに電話で
 まちづくり推進課（内線334）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
子ども用自転車（男児、16インチ）、
キャリーカート、シルバーカート、
育児本（0~1歳7カ月）、柔道着、ト
イレ用アームレスト、姿見（カガミ）、
電話機（FAX付）、冷蔵庫
● ゆずってください
戸田中制服（男子）、足けり自転車、
扇風機、ベビーカー、ベビーシート、
チャイルドシート
※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》
市県民税…第2期分
国民健康保険税…第2期分
納期限は、8月31日（火）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」「スマートフォン決済ア
プリ納付」をご利用ください。
※コンビニ納付・スマートフォン決済ア
プリ納付は、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 8月1日（日）、9月5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
「戸田市民体育祭地区大会」中止
10月 1 7日（日）に開催を予定していた
「令和3年度戸田市民体育祭地区大会」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。

 戸田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）

パラリンピック聖火の展示
とき 8月19日（木）、午後 1時～5時（予定）
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場所 市役所　2階ロビー
内容 県内でパラリンピック聖火リレー
が行われる日に、分火された聖火を展示

 文化スポーツ課（内線394）

羽田空港見学会
とき 10月～ 1 2月（全20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20人　※応募多数
は抽選。詳しくはホームペー
ジをご覧ください

 国土交通省東京空港事務所［環境・地
域振興課内］　03-5757-302 1

ヒューマンフェスタオンライン2021
8月は「人権尊重社会をめざす県民運動
強調月間」です。
とき 8月 1日（日）～9月30日（木）
ところ オンライン特設サイト
で実施（https://saitama-ji 
nken.com/）　※費用無料
内容 テーマ「インターネットによる誹謗
中傷」
・著名人による人権メッセージ動画
・ 人権啓発ポスター、パネル、標語など
のＷＥＢ展示
・人権啓発クイズ

 県人権推進課　048 -830-2258

こども自然クラブ
自然とふれあいながら生き物のすばらし
さや面白さを知ろう。
とき 9月 19日、10月31日、1 1月28日、
1 2月26日の日曜日（全4回）、①午前 10
時～正午、②午後 1時30分～3時30分
（①か②のどちらか。内容は同じ。）
ところ 彩湖自然学習センター（みどりパ
ル）
内容 センター周辺での自然体験など
対象・定員 小学3～6年生（1人で活動で
き、全部参加できる方）、各 1 2人
費用 各回200円（教材費、保険料）
申込 8月 19日（木）午前 10時～電話で　
※申込順。来館申込は不可

 彩湖自然学習センター（みどりパル）　
422-999 1

子育てサロン
①「もぐもぐ・カミカミ期どうしてる？」
とき 8月20日（金）、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 3歳までの子とその保護者、
5組
申込 8月5日（木）午前9時～
②パパサロン
とき 8月22日（日）、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 市内在住の3歳までの子とパ
パ、5組
申込 8月6日（金）午前9時～
---------------------------------------
※費用無料、申込順
※託児あり（首が据わっていること）

 こども家庭支援室（内線462）

戸田・蕨陸上競技選手権大会
とき 8月29日（日）、午前9時 15分～
ところ スポーツセンター陸上競技場
競技種目 1人2種目まで（リレーを除く）

区分 男子 女子

一般・高校生

100m、
200m、
400m、
1 500m、
5000m
走幅跳、
砲丸投

100m、
200m、
800m、
3000m

走幅跳、
砲丸投

壮年 5000m
（40歳以上）

3000m
（35歳以上）

中学生

100m、
200m、
400m、
800m、
1 500m、
3000m、
400mリレー
走幅跳、
砲丸投

100m、
200m、
800m、
1 500m、
400mリレー

走幅跳、
砲丸投

小学生
（4年生以上）

100m、
1000m

100m、
1000m

対象 市内在住・在勤・在学者
費用 一般・壮年：1 ,000円、高校生：
300円、小学生・中学生：200円（保険
料など）
申込 8月1日（日）～ 19日（木）午後5時ま
でに、住所、氏名、性別、電話番号、所属、学
校名と学年、参加種目を記入し、電子メー
ル（todarikukyou@jcom.zaq.ne.jp）で
※最新情報は戸田市体育協会のホームペ
ージをご覧ください

 市陸上競技協会 熊木　445-9869

募 集
「戸田マラソンin彩湖2021」
市民ボランティア

1 1月2 1日（日）に彩湖・道満グリーンパ
ークで開催する「戸田マラソン in彩湖
202 1」の市民ボランティアを募集しま
す。採用者には大会オリジナルスタッフ
ジャンパーを支給します。
資格 18歳以上の市内在住・在勤・在学者
定員 10人程度　※応募多数は選考
内容 戸田マラソン大会の運営補助　
※当日軽食などの支給あり
申込 8月31日（火）までに申込書を戸田
マラソン大会実行委員会事務局へ　※申
込書は窓口で配布。説明会を 10月下旬
に実施予定

 戸田マラソン大会実行委員会事務局
［文化スポーツ課内］（内線339）

10月からの奨学生募集
今回の募集は在学生が対象です。令和4
年4月に入学予定の方は、令和4年3月
の募集で申し込んでください。

区分 貸付額（月額）
高等学校、
高等専門学校
（ 1～3学年）、
専修学校高等課程

国公立　 10,000円
私　立　 1 5 ,000円

大学、短期大学、
高等専門学校
（4学年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立　20,000円
私　立　25,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上の
ものに限る
貸付条件 市内に居住している世帯であ
ること、市税を完納していること、学資
が不十分であることなど
返済 貸付額全額を卒業後6カ月据置、最
長 10年間の毎月分割払い
申込 9月 1日（水）～ 1 5日（水）　※申請
書は8月2日（月）から市役所3階　教育
総務課、美笹支所および戸田公園駅前行
政センターで配付するほか、市ホームペ
ージからも取得可

 教育総務課（内線305）

市表彰式の該当者の推薦
1 1月3日（祝・水）に「市表彰式」を行い
ます。以下に該当する方がいましたら推
薦をお願いします。
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◆一般功労表彰
条件 ①善行、徳行卓越で他の模範とな
る方　②産業の振興または土木の改良発
達に力を尽くし、優良な業績を収めた方　
③学芸上の研究、発明、改良、考案、著
述などを行い、文化の育成発展に尽力し、
功績の著しい方　④スポーツの競技会な
どで優秀な成績を収め、郷土の名誉を高

揚し、功績の著しい方　⑤その他、特に
表彰に値すると認められる方
◆永年勤続表彰
条件 市内の同一事業所に引き続き 10年
または20年勤務し、勤務成績良好な方
---------------------------------------
申込 8月2日（月）～20日（金）午前9時
～午後5時に、功績内申書を市長公室へ　

※土・日曜日、祝日を除く。功績内申書
は市長公室で配布しています

 市長公室（内線418）

県環境アドバイザー
県では、豊富な経験や知識を持ち、地域
での環境保全活動や環境学習の指導およ
び助言などを行う「環境アドバイザー」を

15

※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）・郷土博物館のイベント

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

8／6（金） 
1 1：00～ 1 1：30 
※ 10：45開場。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
夏休みスペシャル

8／4（水）、1 1（水）、
1 8（水）、2 1（土）、
25（水）※ 
1 5：30～ 16：00

絵本の読み聞かせ、紙芝居、 
おはなしなど
※8／25（水）は通常版

幼児～小学校低学
年、25人

おはなしの部屋
8／28（土） 
1 4：30～ 1 5：00 
※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
8／ 1 4（土） 
10：30～ 1 1：45 
※受付／ 10：1 5

『ピーターパン』（75分） 児童または一般、
1 5人

託児サービス

8／5、1 2、19、26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

図書館の貸出券を
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
※電話のみ

子ども向けレファレンス講座 
「本を使ってしらべてみよう！」

8／7（土） 
1 3：30～ 1 4：30

図鑑を使って、簡単なしらべもの
に挑戦する

小学 1年生以上、 
5人

当日先着順 
※ 1 3：20～
整理券配布

託児付き　子育て支援イベン
ト　絵本の読み聞かせ講座
～どうやって選ぶの？どうやっ
て楽しむの？絵本の悩みス
ルっと解決！～

9／25（土） 
10：30～ 1 2：00 
※受付／9：30

絵本講師が、0歳から未就学児に
対する絵本の選び方や読み聞かせ
方を、簡単な工作や歌などを通し
て保護者に伝える

一般、30人 
内イベント時託児
は、生後6カ月～
小学校就学前の子
を持つ市民6人

視聴覚室
※託児は講座室

8／25（水）
9：00～
※電話可、
申込順

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（小学生向け）

8／ 1 5（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）

8／3、10、1 7、24の
火曜日 
1 5：00～ 1 5：30

未就学児とその保
護者、6組（1 2人）

あいパル
※詳しくはお問い
合わせください

赤ちゃんおはなし会 8／ 1 3（金）、27（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、5組（10人）

和室
（あいパル2階）

パルシアター 8／ 1（日） 
1 3：30～ 1 5：00

上映作品 
『はたらくくるま大活躍！』など 誰でも、1 6人 研修室 

（あいパル3階）

めざせ！図鑑マスター
8／ 1 2（木） 
① 10：00～ 1 1：30 
② 1 4：00～ 1 5：30

興味があるテーマを調べて図鑑を
使いこなし、図鑑マスターを目指
しましょう！

小学生、各8人 
※保護者同伴可

多目的室
（あいパル 1階）

8／5（木）～
※電話可、
申込順

ちびっこ１日図書館員
8／ 1 8（水） 
① 10：00～ 1 1：30 
② 1 4：00～ 1 5：30

図書館職員の仕事体験。本を探す
作業や、ブッカーかけを体験

小学3～6年生、
各3人 上戸田分館

8／6（金）～
※電話可、
申込順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

（
み
ど
り
パ
ル
）

ザリガニつり体験②
9／ 1 2（日） 
10：00～ 1 2：00 
※雨天中止

ザリガニつりを通じて外来種につ
いて学ぶ 
※ザリガニは持ち帰りできません 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　

8／ 1 2（木）～ 
電話のみ、 
申込順

ネイチャークラフト 10／3（日）
10：00～ 1 2：00

どんぐりなど自然の素材を使った
工作

300円
（教材費
・保険料）

9／3（金）～
※電話のみ、
申込順

郷
土
博
物
館

子ども体験ひろば
「リベンジ！ 火おこしに
ちょうせん」

8／2 1（土）
① 10：00～ 10：50
② 1 1：00～ 1 1：50

古代人のように木と木をこすり合
わせて行う火おこしに挑戦する

市内在住の小・中
学生（小学3年生以
下は保護者同伴）、
各回6人
※保護者を除く

無料 講座室

8／ 1 4（土）
10：00～
※電話のみ、
申込順

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  422-999 1  10：00～ 16：30
　（みどりパル）
　郷土博物館  443-5600 10：00～ 16：30　※ 1 2：00～ 1 3：00を除く



『広報 戸田市』および戸田市ホームページの有料広告
広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 1 1月号、
1 2月号、1月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 

10,000円

戸田市
ホームページ

1 0／ 1（金）～
（ 1カ月単位で
最長6カ月）

縦48ピクセル×横 120ピクセル、
10KB以内､ GIF形式 6枠 1枠

10,000円

版下・データは広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 8月 1 3日（金）までに申込書を電子メール（hisyo@city.toda.saitama.jp）で

 市長公室（内線423）

募集しています。
応募 応募資格など、詳細を県環境政策
課のホームページで確認の上、
各応募締切日までに県環境政
策課へ提出

 県環境政策課 
048 -830-3019

「県介護職員雇用推進事業等」
参加者

県では、介護の仕事に興味がある方に対
し、経験に応じて、研修の受講から就職
までを幅広く支援しています。
①介護職員雇用推進事業
県内介護施設などでの就職を希望する方
に対し、介護職員初任者研修の受講から
就職までを支援します。
②介護助手の養成・確保
主に短時間での働き方を希望している方
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から就職まで
を支援します。
③高齢者等介護職員就労支援事業
60歳以上の方を対象に、県内介護施設
などで介護助手として働くための研修の
受講から就職までを支援します。
募集開始 受付中

 ①、②株式会社シグマスタッフ大宮支
店（受託事業者）　048 -782-51 73
③株式会社ソラスト（受託事業者）　
0120-997-963
※事業委託元：県高齢者福祉課

とだファミリー・
サポート・センター会員
講習会
（協力会
員のみ）

日程 場所

入会
説明会

9／4 
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター9／ 1 8

（土）

講習会
（協力会
員のみ）

1 1／1 6
（火）

9：30～
1 2：30

市役所5階
大会議室AB

1 1／24
（水）

9：30～
1 2：1 0

市役所5階
大会議室ABC

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

下水道の日作品コンクール
内容 下水道に関するポスター・書道・
標語の作品の募集
対象 県内在住・在勤・在学者
申込 9月 10日（金）必着　
※詳しくはホームページをご覧ください

 県下水道公社　経営企画課　
048 -838 -8585

シルバー人材センター会員
とき ①8月4日（水）、午後2時～4時
②8月5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
動の説明
対象 原則60歳以上で健康な市民、各回
10人程度
申込 事前に電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

国民健康保険運営協議会の傍聴人
とき 8月27日（金）、午後2時～　受付：
午後 1時30分～50分　※先着順
ところ 文化会館　301会議室
定員 5人

 保険年金課（内線2 12）

講 室座 ・ 教
【市民大学公開講座】私とオリンピック
「バレーボールで銅メダルを獲得したロサ
ンゼルス五輪からバスケットボールで出場
権を獲得した東京五輪2020までの挑戦」
講師は、バレーボールの日本代表の主軸
として活躍。その後は教職の道に転身し、
現在は日本バスケットボール協会の会長
として活動する三

みつ
屋
や

 裕
ゆう
子
こ
さんです。

とき 9月 1 2日（日）、午後2時～3時30分

ところ 市役所5階　大会議室
講師 元全日本バレーボール選手、公益
財団法人日本バスケットボール協会 会
長　三

みつ
屋
や

 裕
ゆう
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、会
場40人、オンライン 100人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っ
ていない方には配布します）
申込 8月4日（水）午前8時30分～、氏
名、電話番号、年代、対象（在住・在勤・
在学）、講座名、受講方法（会場またはオ
ンライン）を記入し、市ホームページの
申込フォーム、電子メール（kyo-syo 
gaigaku@city.toda.saitama.jp）
またはFAX（432-99 10）で　※費用無
料。申込順、電話可。オンラインの希望
者には、申し込みメールアドレス宛に視
聴用URLを送ります

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内
線342）

就職支援セミナー　対人能力を高めよ
う〜他者との付き合い上手を目指す〜

とき 8月30日（月）、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 対人能力を高める、他者との付き
合い上手を目指す
対象・定員 求職中の方、1 2人
申込 セミナー名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を記入し電子メー
ル（ke i za i@c i t y. toda . sa i t ama.
jp）または申込フォームで　
※費用無料。申込順

 経済戦略室（内線397）

音訳者養成講座（初級）
とき 9月2日、23日、10月 14日、2 1日、
28日、1 1月4日、1 8日、25日、1 2月2
日、16日の木曜日（全 10回）、午後2時
～4時
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ところ 図書館2階　視聴覚室
内容 視覚障害者のための音訳や録音図
書の作成などをする音訳ボランティアの
養成講座 
対象・定員 講座終了後、戸田市朗読の
会にてボランティア活動が可能な方、
30人
申込 8月6日（金）～27日（金）　※費用無
料。申込順、電話可、来館可（1階事務室）

 中央図書館　442-2800

プチ講座〜絵本だいすき〜
とき 8月27日（金）、午前 10時～1 1時30
分（うち20～30分程度）
ところ 戸田公園駅前子育て広場
対象・定員 おおむね3歳未満の子と親、5
組
申込 8月24日（火）～電話で　※費用無料。
申込順

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

心身障害児対象「音楽教室」
とき 9月2日～令和4年3月31日の木曜
日（全2 1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3階　集
会室
内容 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・高校生）、
10人
申込 受付中　※申込順、電話・FAXで

 心身障害者福祉センター（TEL：445-
1 828／FAX：441 -5031）

障害者のための就労相談会
とき 8月27日（金）、午後 1時～4時
ところ 市役所5階　大会議室A
※上記日程では電話での相談も承ります。
支援員から折り返しご連絡しますので、
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ー
（TEL：47 1 -9333／FAX：47 1 -9334）
※支援センターでは常時就労相談実施

 障害福祉課（内線283）

TODAファイナンシャルセミナー
とき 8月28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）
内容 賢く活用しよう、「つみたてNISA」
と「iDeCo（イデコ）」
対象 市在住・在勤・在学者、先着20人
※費用無料
申込 特定非営利活動法人JCPFP（TEL 
：048-859-7810）　※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

市民活動者養成講座「小さな命を
つなぐレスキューボランティア講座」

とき 9月 1 2日（日）、午後2時～3時30分
ところ 市ボランティア・市民活動支援セ
ンター会議スペースA・B
内容 小鳥レスキューの活動を通して動
物愛護の現状について学ぶ
講師 NPO法人小鳥レスキュー会代表理
事　上

うえ
中
なか

 牧
まき
子
こ
さん

対象・定員 市民、5人　※費用無料
申込 氏名、電話番号を電話または電子メ
ール（tomato-staff@todasimin.net）で

 市ボランティア・市民活動支援センター
441 -4444

埼玉大学・戸田市連携講座

※認定単位数：4単位
とき 午後2時～3時30分
ところ 教育センター　2階会議室
対象・定員 市内在住・在勤・在学者
会場での受講　 1 8人
オンライン（当日生配信）による動画視聴での受講　 100人
オンデマンド（講座終了後、撮影動画を配信）による動画視聴での受講　定員なし
※期間限定・申込者限定公開
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）
申込 8月4日（水）午前8時30分～　氏名、電話、対象（在住・在勤・在学）、年代、講座
名を記入して、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。動画視聴の希望者には、
申し込みメールアドレス宛に視聴用ＵＲＬを送ります。動画の録画や二次使用は禁止

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線342）

回 開催日 テーマ 講師

1 9月 1 8日（土） ニュートリノ入門
埼玉大学大学院理工学研究科
准教授　佐

さ

藤
とう

 丈
じょう

さん

2 9月25日（土） 身近な道路を安全に：
新しい交通安全対策

埼玉大学大学院理工学研究科
准教授　小

こ

嶋
じま

 文
あや

さん

3 10月2日（土）
あらすじで読む
ロシア文学（プーシキン、
ゴーゴリ、ツルゲーネフ）

埼玉大学大学院人文社会科学
研究科
教授　野

の

中
なか

 進
すすむ

さん

4 10月9日（土） 「日本型教育の海外展開」
の可能性と課題

埼玉大学教育学部
准教授　北

きた

田
だ

 佳
よし

子
こ

さん
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コンパルの講座・イベント
講座・イベント名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 講師 募集期間
夏休み体験講座
「キュートなアロマ
ソープを作ろう」

8／20（金） 
10：00～1 2：00

2階 
キッチン
スタジオ

夏休みの思い出に
素敵な香りの石鹸
を手づくりしよう

市内在住の
小学生、
8人

200円

持ち帰り用袋、タオル、
飲み物

アロマイン
ストラクター
小
こ

島
じま

 恵
めぐみ

さん

8／2（月）～
15（日）

暮らしに便利な
「ふろしき」の包み
方講座

8／30（月） 
1 3：30～ 1 5：00

3階 
セミナー
ルーム
302

日本の文化「風呂
敷」の活用術を学
んで日常生活に役
立てよう

中学生以上
の市内在住 
・在勤者、
1 5人

ふろしき最低１枚（サイズ違いが
あれば、なお可）、500mlのペッ
トボトル１本、ティッシュ箱１箱、
菓子箱（25cm× 1 8cm前後）

ふろしき研
究会
野
の

島
じま

 孝
たか

子
こ

さん

8／3（火）～
25（水）

おじいちゃん
おばあちゃんに
贈る花を作ろう

9／ 1 2（日） 
10：30～ 1 2：00

2階 
アトリエ

敬老の日にちなん
で手づくり「プリ
ザーブドフラワー」
の贈り物をしよう

市内在住の
小学生、
10人

1 ,000円 持ち帰り用袋、タオル、飲み物

フラワー鑑
定技能士
坂
さか

口
ぐち

 理
り

恵
え

子
こ

さん

8／3（火）～
9／6（月）

パソコン何でも
相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、
14：00～1 7：00

1階
パソコン
ルーム

パソコン・スマー
トフォン・タブレ
ットの操作などに
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）

※詳しくはお問い合わせください

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　※マスクを着用してください

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

親子deオンライン
リトミック

①②③9／ 1、1 5、22の
水曜日 
④9／7、1 4、28の火曜日 
⑤9／ 19（日）、26（日） 
⑥9／8（水）、19（日）、25（土） 
①⑤⑥ 10：00～10：40 
②③ 1 1：00～ 1 1：40 
④ 1 5：00～ 1 5：40

オンライン開催。童謡など
に合わせて、親子で体を動
かす。後半 1 5分はおしゃべ
りタイム

①0歳児と保護者 
② 1歳児と保護者 
③2歳児と保護者 
④3歳児と保護者 
⑤4～6歳児 
⑥妊娠中の方
各5組

①②③④⑥ 
各 1 ,500円 
⑤ 1 ,000円

8／5（木）～
※申込順、
電話可

①アフタヌーン
コンサート 
②あいパルコンサート
vol.2 1イブニングコン
サート

9／ 1 8（土） 
① 14：00～ 
② 1 7：00～

ピアノクインテットで
音楽を楽しむ 市民、各60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

ヴァイオリンと一緒に
リトミック

9／ 1 1（土） 
Ａ： 10：00～10：40 
Ｂ： 1 1：10～ 1 1：50

ヴァイオリンの生演奏に合
わせて、五感を使って楽し
く体を動かそう！

Ａ：2歳未満の子と保護者 
Ｂ：1歳6カ月～未就学児の子と
保護者 
各35人

大人300円、
子ども200
円、1歳未満
無料

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

9／9、16、30、10／ 1 4、
2 1、28の木曜日（全6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
子と母親
Ｂ：1～3歳未満の子と母親
各 1 2組

各3,360円
8／7（土）～
※申込順、
電話可

パパも一緒に
ふれあいタイム

9／ 1 2（日） 
10：00～1 2：00

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歳児と家族、8組 700円 8／5（木）～
※申込順、
電話可赤ちゃんとママのための

ニコニコたいむ
9／7、1 4、2 1の火曜日 
10：00～1 2：00

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10組、21日のみ7組 各700円

ハワイアンリトミック

9／7、2 1、1 0／5、1 9の
火曜日（全4回） 
Ａ： 9：45～10：30 
Ｂ： 10：45～ 1 1：30 
Ｃ： 1 1：45～ 1 2：30

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、1 2組
Ｂ：1歳半～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、1 2組
Ｃ：6カ月～幼稚園入園前まで
の子どもと母親、1 0組

各3,440円
8／7（土）～
※申込順、
電話可

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　※講座開催の2日前
までに参加費をお支払いください　※上記以外の講座は、あいパルミニコミ誌『P

パ ル ダ イ ス

ALDISE』をご覧ください

コース名 とき ところ 内容 対象・定員 費用 申込

Word2013基礎 9／8、 1 5、22の水曜日
1 4：00～ 1 6：00

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

8／2（月）
～25日（水）
※申込順、
電話可。
希望者が2人
以下のコース
は中止

Excel2013基礎 9／ 1 5（水）～ 1 7（金）
1 9：00～2 1：00

住所録作成、簡単
な関数を使った表
計算

◆パソコン講習会
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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

8／5（木）、9／2（木）
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
終了する場合あり

【市民大学認定講座】
健康講座
パワーヨガ講座

9／4、1 1、1 8、25の
土曜日
10：30～ 1 2：00（全4回）

初心者でも分かりやすいパワー
ヨガレッスン

市内在住・在勤・
在学者、
8人

保険料
200円
講座の初
日に徴収

8月 1 3日（金）
8：30～ 1 7：1 5

趣味の講座
絵手紙講座

9／ 1 1、1 8、25の土曜日
1 4：00～ 16：00（全3回）

筆や割りばしを使ったぬくもり
のある絵手紙の基礎について学
ぶ

市内在住・在勤・
在学者、
10人

教材費
300円
支払期日 
：9月4日
（土）

シルバー講座
壮健大学（全7回）

①9／8（水）
　 1 4：00～ 1 5：30

202 1年は埼玉誕生 150周年!! 
知られざる埼玉の魅力
《公開講座・市民大学》

50歳以上の市
民、1 5人
《公開講座・市
民大学》のみ壮
健大学受講者以
外の一般の方
10人まで参加
可（無料）

受講料
550円
支払期日 
：9月8日
（水）

②9／ 16（木）
　 1 4：00～ 1 5：30

合唱・みんなで楽しく歌いまし
ょう

③9／22（水）
　 1 4：00～ 1 5：30

人権問題を楽しく学ぶ
《公開講座・市民大学》

④9／30（木）
　 1 4：00～ 1 5：30

バランス体操
（健康維持向上の体操）

⑤ 10／6（水）
　 1 4：00～ 16：00

健康郷土史講座
（美女木周辺の文化財史歩き）

⑥ 10／ 1 2（火）
　9：30～ 1 1：30

パークゴルフで体を動かす
（荒川水循環センター上部公園）

⑦ 1 1／ 10（水）
　 1 4：00～ 1 5：30

埼玉県の河川防災について
《公開講座・市民大学》

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

8／ 1 4（土）、9／ 1 1（土）
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
終了する場合あり

絵本の読み聞かせ
広場

8／24（火）、9／28（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

【市民大学認定講座】
ストレッチ・リズム
体操

9／2 1、28、
10／5、1 2、19の
火曜日（全5回）
1 3：30～ 1 5：00

ストレッチ・リズム体操で健康
の増進を図る

市内在住・在勤・
在学者、
25人

250円
（保険料）

8／ 1 2（木）
10：00～ 1 7：15
2日目以降
8：30～ 1 7：1 5

【市民大学認定講座】
PowerPoint入門
講座

9／24（金）
19：00～20：30

PowerPointを使ったプレゼ
ンテーション資料作成の基礎を
学ぶ

市内在住・在勤・
在学者、
10人

1 ,100円
（教材費）

8／ 19（木）
10：00～ 1 7：15
2日目以降
8：30～ 1 7：1 5

親子で３B体操＆
家庭教育講座

9／28、10／5、1 2の
火曜日（全3回）
10：00～ 1 1：30

ボール・ベル・ベルターを使用
して親子で体操し、親同士の交
流も図る、家庭教育講座１回付

市内の2歳～
4歳児の親子、
10組

400円
（教材費・
保険料）

8／26（木）
10：00～ 1 7：15
2日目以降
8：30～ 1 7：1 5

新
曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

8／ 1 5（日）、9／ 19（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
終了する場合あり

初めてのフラダンス
講座

9／ 16～ 1 2／ 16の
木曜日（全 1 2回）
10：45～ 1 2：00

初めての方でも楽しんでフラダ
ンスを学ぶ

市内在住・在勤・
在学者で、
現在、ほかのフ
ラダンス教室に
通っていない女
性、8人

600円
（保険料）

8／ 1 7（火）
10：00～ 1 7：15
2日目以降
8：30～ 1 7：1 5

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 FAX／42 1 -3060
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 FAX／443-1020
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 FAX／445-1812

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、FAX、窓口のいずれかで　※申込順　○電子メール・FAX：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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