
お 知 ら せ
「戸田橋花火大会」の中止
1 1月6日（土）を開催候補日としていた
「第68回戸田橋花火大会」は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止します。

 戸田橋花火大会実行委員会事務局［経
済戦略室内］（内線347）

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、証明
書コンビニ交付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・東部連絡所（税証明は除く）の
窓口で、証明書の取得をお願いします。
とき 9月 1 4日（火）終日　※予定

 市民課（内線205）

交通死亡事故が多発しています
市内で 1～6月に、交通死亡事故が4件
発生しました。交差点では、「大丈夫だろ
う」ではなく、「危険かもしれない」運転
を心掛けましょう。夕暮れ時は、交通事
故が多発します。前照灯の早め点灯、歩
行者や自転車利用者は反射材・ライトを
活用し、自分の存在を知らせましょう。

 都市交通課（内線286）

市保養所「白田の湯」
12月29日（水）～令和4年 1月4日（火）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（金）～ 15
日（金）
配布場所 くらし安心課、戸田公園駅前
行政センター、福祉保健センター、各福
祉センター、上戸田地域交流センター
（あいパル）、中央図書館、障害者福祉会
館、児童センター（こどもの国、プリム
ローズ）、笹目コミュニティセンター（コ
ンパル）、新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）、市内3駅の広報ラック
申込 10月 1 5日（金）必着　※ホームペ
ージからの抽選申込可

 保養所予約担当［くらし安心課内］
433-22 13

スポーツセンター休場日
9月8日（水）は定期休場日、9月24日（金）
は機械保守点検のため休場します。

 スポーツセンター　443-3523

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
間は休館します。

館名 休館日
中央図書館
郷土博物館 9／ 1 3（月）～1 8（土)

上戸田分館 1 0／4（月）～6（水）
下戸田分室
美笹分室 9／ 1 6（木）、1 7（金）

下戸田南分室 9／2 1（火）、22（水）

 中央図書館 442-2800／郷土博物館 
443-5600

さくらパル臨時休館
9月2 1日（火）は、空調設備点検などの
ため休館します。

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061

入学準備金貸付
対象 入学準備金の調達が困難な市民
条件 市税を完納している方で、原則とし
て、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）
申請書配布 9月 1日（水）～、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
申込 10月 1日（金）～令和4年2月28日
（月）

 教育総務課（内線305）

《今月の納税》
国民健康保険税…第3期分
納期限は、9月30日（木）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 9月5日（日）、10月3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
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、姿
見（カガミ）、電話機（FAX付）、プラ
ンター、ランドセル（黒）
● ゆずってください
戸田中制服（男子）、ベビーカー、チ
ャイルドシート、子ども用自転車（女
児、18インチ）、ベビーベッド、自転
車用子ども乗せシート（前用）
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

「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
拡大防止のため中止します。

 健康長寿課（内線2 15）

エンディングノートの配布
人生のよりよい終わりのため、葬儀やお
墓、財産相続などの準備をしておくこと
を総称して「終活」といいます。市では、
希望者にエンディングノートを無料で配
付し、終活を支援しています。　※なく
なり次第配布終了
ところ 健康長寿課、各地域包括支援セ

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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ンター
 健康長寿課（内線292）

9月1日(水) 〜 10日(金)は、
屋外広告物適正化旬間です

看板などの落下・倒壊による事故を防止
するため、市では条例を改正し、全ての屋
外広告物（はり紙、広告旗など簡易的な
広告を除く）の点検を、4月から義務化し
ました。広告主・広告の所有者は、有資
格者（屋外広告士や県登録屋外広告業者
など）に点検を依頼してください。

 都市計画課（内線320）

地域支え合い助成金（後期募集）
期間 10月～令和4年2月
金額 活動費　上限30,000円
　　 立上費用　上限30,000円
申込 9月 1日（水）～30日(木)、午前8時
30分～午後5時 1 5分
※申請書はホームページまたは社会福祉
協議会（戸田市新曽南3-1 -5新曽南庁舎
4階　新曽地域包括支援センター内）で
配布。詳しくはホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

 社会福祉協議会　444 -0500

10月のマンション管理相談
とき 10月6日（水）、午後 1時～3時　
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
※要予約、先着2組まで。相談時間は45分
申込 10月5日（火）午後3時までに電話で

 まちづくり推進課（内線334）

食中毒に注意
気温や湿度が高い時期は、細菌による食
中毒が発生しやすくなります。お肉など
は中心部まで十分に加熱し、生野菜、果
物はよく洗浄して食べましょう。また、
テイクアウトやデリバリーした食事は原
則すぐに食べましょう。

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

公正証書の利用
法律の専門家である公証人が作成する公
正証書には、高い証拠能力・執行力があ
ります。遺言や大切な契約を公正証書に
しておくことで、権利の争いを防ぎ、あ
なたの財産を守ります。公証相談は無料

です。お気軽にご相談ください。
 川口公証役場　048 -223-09 1 1

イ ベ ン ト
令和4年成人式
とき 令和4年1月10日（祝・月）、中学校区
により2回に分けて実施（第 1部：午後 1
時～、第2部：午後3時30分～）
ところ 文化会館
対象 平成 13年4月2日～平成 14年4月 1
日生まれの方　※案内状は、1 1月 1日時
点で市内在住の方を対象に、1 2月上旬
に発送予定。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

 児童青少年課（内線669）

子育て講演会〜こどもたちの心
の声が聞こえますか？〜

内容 「心の扉をひらく絵本の読みきかせ
を通した楽しい子育てについて」
とき 10月8日（金）、午前 10時～ 1 1時45
分　※費用無料。申込順
ところ 文化会館　301会議室
講師 読書・子育てアドバイザー　髙

たか
橋
はし

 
弘
ひろ
美
み
さん

対象・定員 未就学の子を持つ市内在住
の保護者、20人（託児 1 5人）　※別室に
て託児あり（首が据わっていること）
申込 9月8日（水）から市ホームページの
申込フォームで

 こども家庭支援室（内線
462）

子育てサロン
①ゆるゆる育児サロン
とき 9月22日（水）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 戸田第一小学校　親子ふれあい
広場
内容 トイレトレーニング、イヤイヤ期、
保育園、幼稚園準備
対象・定員 3歳までの子とその保護者、
5組
②アラサーサロン
とき 9月24日（金）、午前 10時30分～ 1 1
時30分
ところ 戸田第二小学校　親子ふれあい広場
対象・定員 おおむね28歳以上のママと
3歳までの子、4組

---------------------------------------
申込 9月3日（金）から市ホー
ムページの申込フォームで
※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）

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3日（日）、午前9時～正午
ところ 戸田第二小学校　体育館
内容 反復横とび、シャトルランなど
※一部種目は実施しません
対象 小学生以上64歳以下（4月 1日現
在）の市内在住・在勤・在学者、40人　
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2 1日（火）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を窓口、電話、FAX（433- 
3358）、電子メール（bunka-sport@ci 
ty.toda.saitama.jp）で　※費用無料。申
込順

 文化スポーツ課（内線339）

小学生の水泳クリニック
〜トップアスリートに習おう！〜

元競泳日本代表選手、ロンドン五輪銅メ
ダリストの立

たて
石
いし

 諒
りょう
さんを講師に迎え、小

学生向けの水泳（平泳ぎ）クリニックを開
催します。
とき 10月3日（日）、午前 10時～ 1 1時30
分
ところ スポーツセンター　屋内プール
対象・定員 平泳ぎで50m以上泳げる小
学4～6年生、30人　※市内在住者優先。
応募者多数の場合は抽選
参加費 1 ,500円（保険料含む）
持ち物 水着・水泳キャップ・タオル・飲
み物（水、お茶、スポーツドリンク）
申込 9月1日（水）～12日（日）にスポーツ
センターホームページで
当選発表 9月13日（月）にメールで

 スポーツセンター　443-3523

戸田朝市の中止
9月12日（日）に予定していた「戸田朝市」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止します。次回の開催予定日は、
1 2月 1 2日（日）です。

 戸田朝市実行委員会会長　
今村　090-8345-4516

※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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健康体操inさくらパル
とき 10月7日、14日、2 1日、28日の木
曜日、午前 10時30分～1 1時50分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
対象 60歳以上の市内在住・在勤・在学者
費用 1人 1 ,000円（全4回、保険料含む）
申込 9月4日（土）午前 10時～ 10月2日
（土）午後7時に、電話またはQRコード
で　※詳しくは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　

親子ヨガ
とき 9月26日（日）、①午前 10時～ 1 1
時　②午前 1 1時30分～午後0時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
対象 市民（首が据わっている乳児～2歳
までの幼児と保護者）
費用 1組500円（保険料含む）
申込 9月8日（水）午前9時～22日（水）午
後7時に、QRコー
ドで　※詳しくは
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

身体障害者対象サロン「パン作り」
とき 9月 1 7日（金）、午前 10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、5人
費用 500円
申込 9月 1 2日（日）まで　※申込順、電
話・FAX（441 -5031）可。手話通訳や
要約筆記を必要とする方は、事前に
FAXなどでお知らせください

 心身障害者福祉センター　445-1828

保育士就職面接会＆説明会
とき 9月1 7日（金）、午後2時～4時
ところ 川口駅前市民ホール「フレンディ
ア」キュポ・ラ本館棟4階（川口市川口
1 -1 -1）
内容 保育施設担当者との個別相談会・面
接会（参加保育施設は、戸田・川口・蕨
市内の 15社程度の予定）
対象 保育士（取得見込含む）として就職
を希望する方　

持ち物 履歴書、ハローワーク受付票（お
持ちの方）　※費用無料、事前予約不要。
入退場自由。詳しくは、埼玉労働局ホー
ムページをご覧ください

 ハローワーク川口　人材確保・就職支
援コーナー　048-251 -2901（46#）

保育士合同就職面接会
とき 10月26日（火）、午後 1時～4時　
※受付：午後0時30分～
ところ ソニックシティ　地下第 1・2・3
展示場
内容 事業所人事担当者と参加者の個別
面接会、ハローワーク職員による就職相談
参加保育施設 県内40事業所程度
対象 保育士、保育補助などでの就職を
希望する方　※費用無料、事前申込不要
持ち物 履歴書、ハローワーク受付票（お
持ちの方）

 埼玉労働局職業安定課　048-600-62 
08／県少子政策課　048 -830-3349

天覧山「清掃ハイキング」
とき 9月26日（日）　※集合：午前6時30
分市役所、午前6時50分戸田駅西口広場
ところ 飯能市「天覧山（180m）周辺」
定員 20人　※先着順
費用 4,300円、中学生以下2,300円（バ
ス代、保険料など）　
説明会 9月1 7日（金）午後7時30分～　
東部福祉センター会議室
申込 電話で

 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

秋の市民ハイキング
とき 9月26日（日）　※集合：午前7時戸
田公園駅、午前9時西武池袋線・高麗駅
ところ 日高市「日和田山」
費用 100円　※交通費実費
対象 3時間程度の歩行ができる方
説明会 9月2 1日（火）午後7時～　新曽
福祉センター
申込 電話で

 市ハイキング連盟　熊木　442-2227

募 集
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補助員

資格 ①～③共通：18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 任用日～令和4年3月31日（木）
まで
勤務時間 ①②週5日、1日6時間勤務、
月～金曜日：午後 1時～7時、 土曜日およ
び学校休業日：午前8時～午後2時また
は午後 1時～7時　③週4～5日、1日5時
間勤務　月～金曜日：午後2時～7時、 土
曜日および学校休業日：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　※社保加入有（③は勤務
日数に応じる）、各種手当有
勤務場所 市内小学校敷地内の学童保育室
申込 履歴書を窓口へ持参　※郵送不可

 児童青少年課（内線689）

市児童福祉審議会の傍聴
とき 9月 16日（木）、午前 10時～
ところ 市役所5階　大会議室ABC
内容 児童福祉および子ども・子育て支援
に関する事項を調査審議する会議の傍聴
定員 10人
申込 住所、氏名（ふりがな）、電話番号
を記載し、電話、電子メール（kodomok
atei@city.toda.saitama.jp）または
直接窓口へ　
※申込順。申込は会議前日の正午まで

 こども家庭支援室（内線462）

介護サービス相談員
月に2回程度、市内の介護施設などを訪
問し、施設と利用者の橋渡しを行うこと
で問題の改善や介護サービスの質の向上
を図る市の委嘱業務です。
人数 若干名
資格 20歳以上の市民で、地域の保健福
祉関係業務の経験や活動歴を持ち、所定
の研修を受講すること　※現に介護サー
ビス事業従事者は兼務不可
選考 面接
任期 2年間　※活動に対し謝礼あり
申込 9月30日（木）までに履歴書を持参、
郵送または電子メール（chojukaigo@

1回目 ２回目
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city.toda.saitama.jp）で
 健康長寿課（内線292）

市立健康福祉の杜指定管理者
指定管理期間 令和4年4月 1日～令和6
年3月31日の2年間
申込 9月30日（木）まで　※募集要項は
窓口で配布

 健康長寿課（内線285）

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、市や市商工会などが共同でPRに
努めます。イベントなどに出店できたり、
景品として扱われたりするなど、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（火）までに商工会へ

※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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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

9／3（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

9／ 1（水）、8（水）、
1 1（土）、22（水）、
29（水） 
1 5：30～ 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
9／25（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
9／ 1 1（土） 
10：30～ 1 1：30 
※受付／ 10：1 5

『くまのがっこう』（37分） 
『パパにあいたい』（1 5分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

9／2、9、23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
～未就学の子を持
つ市民、各回４人

利用日の１週
間前～前日
※電話のみ

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～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～
未就学の子を持つ
市民6人

視聴覚室 
※託児は講座室

受付中
電話可、
申込順

【市民大学認定講座】 
文学講座

10／3、10、1 7の日曜日
（全3回） 
1 4 :00～ 16:00 
開場／ 1 3:30

「三浦哲郎の文学―生誕90年―」 一般、30人 視聴覚室
9／6（月）
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）

9／ 19（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）

9／7、1 4、2 1、28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 9／ 10（金）、24（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）

大人のパルシアター 9／26（日） 
1 3：30～ 1 5：30

上映作品 
『チップス先生さようなら』 誰でも、1 6人 研修室 

（あいパル3階）

おうちで絵本ひろば 9／25（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（子連れ可）

和室
（あいパル2階）

9／6（月）～ 
電話可、 
申込順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー

（
み
ど
り
パ
ル
）

彩湖自然体験ツアー
10／ 10（日） 
10:00～ 1 2 :00 
※雨天中止

普段は入れない彩湖自然保全ゾー
ン内を徒歩で巡り、自然体験や観
察を行う

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　

9／ 10(金）～ 
電話のみ、 
申込順

彩湖でお月見
10／ 16（土） 
1 8：30～20：30 
※曇雨天中止

秋の夜空のお月さまを、望遠鏡で
のぞく

誰でも（小学生以
下保護者同伴）、
20人

9／ 16 (木）～ 
電話のみ、 
申込順

昆虫ウォッチング：秋 10／ 1 7（日） 
10:00～ 1 2 :00 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 7 (金）～ 
電話のみ、 
申込順

秋の彩湖を歩こう
10／24(日) 
10:00～ 1 2 :00 
※雨天中止

秋に見られる生き物や植物を見な
がら彩湖周辺を歩く

9／24（金）～ 
電話のみ、 
申込順

オギのミミズクづくり 1 1／7（日) 
10:00～ 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
下は保護者同伴）、
20人

200円
（教材費
・保険料）

10／7 (木）～ 
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）



 商工会　441 -261 7

とだファミリー・サポート・センター会員

日程 場所

入会
説明会

1 0／2 
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター1 0／1 6

（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A・B

1 1／24
（水）

9：30～
1 2：1 0

市役所5階
大会議室A・B・C

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

「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 県内で活動する個人、団体、
事業者　※自薦、他薦は不問
応募 県ホームページを確認の上、10月1
日（金）までに県環境政策課へ

 県環境政策課　
048 -830-3019

「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」参加者

戦没者の遺児が旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好親
善を深めることを目的としています。
実施地域 フィリピン、ソロモン諸島、マ
リアナ諸島、マーシャル諸島、台湾・バ
シー海峡、東部ニューギニア、西部ニュ
ーギニア、ミャンマー
費用 10万円（参加費）

 日本遺族会事務局　03-3261 -552 1

講 室座 ・ 教
【市民大学認定講座】
家庭教育学級「子育て講演会」

「生きてるだけで 1 00点満点！」
とき 10月 13日（水）、午前 10時30分～
正午　※受付：午前 10時～
ところ 市役所5階　大会議室
内容 ダウン症の子どもを育てながら「ど

んな子であっても子育ては大変。そして楽
しいもの」と実体験を通して訴えていく
講師 女優、タレント　奥

おく
山
やま

 佳
よし
恵
え
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、市公式Yo
uTubeでの視聴　※期間限定・申込者
限定公開。定員なし
申込 9月6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、受講方法（会場参加、オ
ンラインまたはYouTube視聴）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.saitama.jp）で
※費用無料。申込順、電話可。オンライン、
YouTube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）

親子ボート教室参加者
とき 9月26日、10月3日、10日の日曜
日（全3回）、午後4時～6時
※9月26日のみ午後5時～7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 市内在住・在勤・在学の小学4年生
以上の子と保護者、先着 10組20人
費用 1組600円（保険料など）
持ち物 飲み物、タオル、着替え、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（金）～ 1 3日（月）に文化ス
ポーツ課へ
※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）

スマートフォン講座
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）、笹目コ
ミュニティセンター（コンパル）で、スマ
ートフォンの基本的な使い方・スマート
申請の利用方法・マイナンバーカードの
申請方法などの講座を行いま
す。詳しくはホームページを
ご覧ください。
申込 受講希望日時、住所、氏名、電話
番号を講座予約ダイヤル（080-1346-
6361）へ。　※費用無料。申込順

 デジタル戦略室　229-3278

就職支援セミナー　
応募書類の書き方とポイント

とき 9月27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
講師 キャリアプラザ埼玉　佐

さ
藤
とう

 勝
かつ
美
み
さん

対象・定員 求職中の方、12人
申込 市ホームページの申込フォームで　
※費用無料。申込順

 経済戦略室（内線397）

就職支援セミナー　
自分のPCで学べるエクセル講座

とき 10月6日（水）、午前9時30分～午
後3時30分
ところ 教育センター　第 1・2会議室
講師 PCセミナー　池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん

対象・定員 タイピングで文字入力ができ
る求職中の方、先着 10人　
持ち物 Windows8以降でウイルスソフ
トとエクセルが入っているパソコン（互換
ソフトは不可）
申込 市ホームページの申込フォーム、電
話で　※費用無料

 経済戦略室（内線397）

［オンライン開催］起業支援セミナー
とき 10月13日（水）、21日（木）、午後6
時30分～8時30分
内容 ネットショップ開業準備、事業計画
と補助金活用について
講師 埼玉県よろず支援拠点　髙

たか
橋
はし

 信
まこと
さ

ん、青
あお
木
き

 一
かず
生
お
さん

対象・定員 市内で起業を考えている方、ま
たは起業して間もない方、20人
申込 市ホームページの申込フ
ォームで　※費用無料。申込順

 経済戦略室（内線398）

認知症予防WEBセミナー
9月2 1日の世界アルツハイマーデーに、
第一生命保険株式会社と連携し、認知症
予防のWEBセミナー（動画配信）を開催
します。
とき 9月2 1日（火）、午後 1時30分～2時
30分　※予備日： 9月22日（水）、午後
1時30分～2時30分／9月23日（祝・木）、
午後 1時30分～2時30分　※上記時間
のみ受講可
内容 認知症予防運動「コグニサイズ」な
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どの予防対策について　※費用無料
講師 国立長寿医療研究センター／老年
学・社会科学研究センター長　島

しま
田
だ

 裕
ひろ

之
ゆき
さん
申込 9月 1 5日（水）までセミナー名、氏
名、性別、年齢を明記の上、電子メール
（chojukaigo@city.toda.saitama.
jp）で　※世界アルツハイマーデーに合
わせ、9月 1 4日（火）から市役所ロビーな
どで啓発展示を実施しています

 健康長寿課（内線292）

「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
介護予防の体操教室です。市内24カ所で
定期的に活動をしています（月4回程度）。
この講座を受講した方が教室の運営・参
加者への指導を行っています。あなたも
是非、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13日～1 1月24日の毎週水曜
日（全7回）、午後2時～4時　※1 1月3日
（祝・水）は 1 1月5日（金）に振替
ところ 市役所5階　大会議室
講師 県理学療法士会
定員 15人　※費用無料。申込順
持ち物 運動ができる服装と靴・飲み物・
タオル・筆記用具
申込 9月30日（木）までに電話で

 健康長寿課（内線292）

子ども短期かけっこ教室〜スポー
ツの基礎となる「走り」を学ぶ〜

とき 10月5日、12日、19日、26日、1 1
月2日、9日の火曜日、午後3時30分～
4時30分　※雨天延期［予備日：1 1月
16日（火）、30日（火）］
ところ スポーツセンター　陸上競技場
対象・定員 年中・年長児、20人　※市
民優先。応募者多数の場合は抽選
費用 3,500円 （全6回開催、保険料込）
持ち物 タオル・飲み物
申込 9月 1日（水）～ 1 2日（日）にスポー
ツセンターホームページで
当選発表 9月 1 3日（月）にメールで

 スポーツセンター　443-3523

「はじめての弓道」教室
とき 10月～12月の土曜日（全 10回）、午
前9時 15分～10時45分

ところ スポーツセンター　弓道場
対象・定員 16歳以上、10人　※市内在
住、在勤者優先。応募者多数の場合は抽選
費用 12,000円（保険料含む）
持ち物 タオル・飲み物・白足袋
申込 9月12日（日）～18日（土）にスポー
ツセンターホームページで
当選発表 9月19日（日）にメールで

 スポーツセンター　443-3523

プチ講座〜絵本だいすき〜
とき 9月30日（木）、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 9月27日（月）～電話で　※費用無
料。申込順

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

障害者スポーツ
「フライングディスク教室」

とき 10月9日、1 1月13日、12月1 1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
対象・定員 身体障害者、12人
申込 9月5日（日）より　※費用無料。申
込順、電話、FAX（441 -5031）可。手
話通訳や要約筆記を必要とする方は、事
前にFAXなどでお知らせください

 心身障害者福祉センター　445-1828

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 10月4日～18日の月曜日（全3回）、
午前 10時～正午
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」
内容 点字翻訳など、視覚障害者支援ボラ
ンティアの入門講座
対象・定員 18歳以上の市内在住・在勤者、
7人
費用 650円（テキスト代）
申込 10月3日（日）まで　※申込順、電話可

 心身障害者福祉センター（TEL:445-
1828／FAX：441 -5031）

ボランティアセミナリー
とき 10月4日～ 1 2月 14日の月曜日また
は火曜日の午後 1時30分～4時20分　
※ 10月 1 1日および 1 1月22日を除く
ところ 心身障害者福祉センター
内容 ボランティア活動実践者や福祉施
設職員などの話を中心にボランティアに
ついて楽しく学ぶ
対象・定員 市内在住・在勤者、10人
申込 9月22日（水）までに窓口または電
話で　※申込順

 社会福祉協議会　442-0309

日本語ボランティア養成講座
とき 9月 1 8日（土）、午前 10時～正午
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）2階　会議室
講師 東京外国語大学教授　荒

あら
川
かわ

 洋
よう
平
へい
さん

内容 地域の日本語支援（文法編）
定員 30人　※費用無料。状況により
Zoom開催の場合あり
申込 9月 1 5日（水）までに国際交流協会
へ　※月曜日・祝日は休み　

 国際交流協会　434 -5690

創業塾 in 戸田
とき 10月30日～ 1 1月27日の土曜日
（1 1月20日を除く全4回）、午前9時～正
午　※希望者は 1 2月2日（木）に個別相
談可
ところ 市商工会館3階
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する
受講料 3,000円（テキスト代込み）
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（中小企業診断士）

対象・定員 4日間参加可能な市内での創
業希望者、創業後おおむね 1年以内の方、
20人（先着順）
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（info@
toda.or.jp）または電話、FAX（444 -
0953）で　

 商工会　441 -261 7

ひとり親のためのパソコン教室
とき 9月26日（日）、27日（月）、午前 10
時30分～午後3時30分
ところ WithYouさいたま（さいたま市

※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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中央区新都心2-2）
内容 仕事に役立つパワーポイント実践
講座（資料やチラシ、動画の作成方法を
学習する）
対象・定員 文字入力がスムーズにでき
る方、20人（応募多数の場合は抽選）　
※託児あり（未就学）、保育料無料
費用 300円（教材費）
申込 9月13日（月）必着で、メール（info 
@saiboren.or.jp）または往復はがきで
※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

里親入門
とき 10月30日（土）、午後2時～4時
ところ 市役所5階　大会議室A・B
内容 里親制度の概要・里親体験談
定員・対象 里親制度に関心のある県内在
住者、30人（戸田市、川口市、蕨市在住
者優先）　※費用無料
申込 ①②のいずれかで申し込み　①県
南児童相談所（048-262-4152）または
こども家庭支援室（299-2816）に電話
で　②県南児童相談所ホームページ内お
問い合わせフォーム

 県南児童相談所　048 -262-4152

［オンライン開催］
多様な性ってなんだろう

とき 12月24日（金）まで　※予定
視聴方法 YouTubeによる一般公開
内容 「LGBTQ」と呼ばれる性的マイノリ
ティの方々について、基礎知識や当事者
の話も交えて説明

 ヒューマンアカデミー株式会社　048-
647-6240／県人権推進課　
048-830-2258

テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込期日

美
笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

9／2（木）、10／7（木）
13:00～ 16:00

パソコン・スマートフォンな
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

【市民大学認定講座】
転倒予防
パドル体操講座

10／7、1 4、2 1、28の
木曜日（全4回）
1 4：00～ 1 5：00

楽しくリラックスしながら体
幹を鍛える、しゃもじ型パド
ルを使った運動

市内在住・在勤・
在学者、8人

保険料
200円

9／ 10（金）
8:30～

親子で作ろう
料理講座

10／9（土）
10：00～ 1 2：00

親子で楽しくおいしい料理を
つくって楽しむ（試食なし、持
ち帰り容器持参）

5歳児以上の親
子、4組（8人）

参加費
1 ,200円
※支払期日
9／28（火）

【市民大学認定講座】
現代文学講座

10／9、16、23の
土曜日（全3回）
1 4：00～ 1 5：30

東京下町などを舞台にした作
品の名場面を取り上げながら
の机上文学散歩。夏目漱石、森
鴎外、江戸川乱歩、二葉亭四迷
ほか

市内在住・在勤・
在学者、1 2人 無料

ネイチャークラフト
身近な材料で
おもちゃを作る講座

10／23（土）
10：30～ 1 2：00

彩湖周辺の自然の素材など身
近な材料を使って、親子で簡
単なおもちゃをつくってみよ
う

幼児から小学生
の親子、6組
（1 2人）

参加費
1組 100円
（保険料） 
※当日徴収

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

9／ 1 1（土）、10／9（土）
13:00～ 16:00

パソコン・スマートフォンな
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

絵本の読み聞かせ
広場

9／28（火）、10／ 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

みんなで歌おう
青春ソング

10／7、1 1／ 1 8、25
10：00～ 1 1：30
10／2 1、1 1／4
13：30～ 1 5：00
毎木曜日　全5回

昭和の歌を中心に、フォーク
ソングや歌謡曲をみんなで楽
しく歌う

市内在住・在勤・
在学者、20人

9／9（木）10:00～
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

子どもバレエ
ストレッチ教室

10／23、1 1／ 1 3、1 2
／4、R4.1／29、2／26
の土曜日（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

市内の小学生 1
～4年生、1 2人

 250円
（保険料）

9／ 16（木）10:00～
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

【市民大学認定講座】
おとなの３B体操

10／26、1 1／2、9、
16、30 の火曜日
（全5回）
1 3：30～ 1 5：00

ボール･ベル･ベルターを使用
した体操で健康の増進を図る

市内在住・在勤・
在学者、20人

350円
（教材費・
保険料）

9／22（水）10:00～
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

【市民大学認定講座】
認知症予防に
活用したい植物療法

10／30（土）、1 1／6（土）
（全2回）
10：00～ 1 2：00

植物療法が認知症予防に役立
つ理由や、アロマとハーブの
具体的な活用法を学ぶ。ハー
ブを使った化粧水作りやアロ
マペンダントづくりなども行
う

市内在住・在勤・
在学者、1 2人
※託児（1歳
～未就学児）あ
り、先着4人

1 ,200円
（教材費・
保険料）

9／30（木）10:00～
翌日以降は
8:30～ 1 7:15
［託児希望者は 10／
1 2（火）までに要申
込］

公民館の講座 
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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

一生涯楽しめる
絵手紙を学ぼう

1 0／8、 1 5、22
の金曜日（全3回）
1 3：30～ 1 5：30

3階セミ
ナールー
ム302

生涯を通じて趣味とし
て楽しめる絵手紙を描
く手法を学ぶ

市内在住・
在勤者、
10人

1 ,200円 筆記用具
日本絵手紙
協会公認講師
戸
と
井
い

 宏
ひろ
美
み
さん

9／3（金）～
10／3（日）

パソコン何でも相談
（登録会員限定）

毎週木曜日、
1 4：00～ 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
※各講座ともにマスクを着用してください。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

Power Point 2013 1 0／7、 1 4、2 1の木曜日
1 0：00～ 1 2：00 パソコン

ルーム

パワーポイントの機能を使
いこなしたい方 市内在住・

在勤者、
各7人

各コースとも
3,000円

9／2（木）
～25日（土）
※申込順、電話可。
希望者2人以下のコ
ースは中止ホームページ作成 1 0／ 1 3（水）～ 1 5（金）

1 8：00～20：00
ホームページ作成～公開の
基礎を学びたい方　

◆パソコン講習会

新
曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

9／ 19（日）、10／ 1 7（日）
1 3:00～ 16:00

パソコン・スマートフォンな
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

ベビー体操＆
家庭教育講座

10／8、1 5、22、29の
金曜日（全4回）
10：00～ 1 2：00

キッズヨガ、バランスボール
の体操教室、家庭教育アドバ
イザーとのワークショップを
行う

4カ月～2歳児
とその親、5組
（10人）

400円
（保険料）

9／9（木）
10:00～ 1 7:15
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

パワーヨガ講座
10／8、1 5、22、29の
金曜日（全4回）
19：00～20：30

運動量が非常に多いヨガで、
身体能力を上げ、持久力をつ
ける

市内在勤・在住・
在学者の女性、
8人

200円
（保険料）

9／ 10（金）
10:00～ 1 7:15
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

【市民大学認定講座】
歴史講座

10／20（水）、27（水）
（全2回）
1 3：30～ 1 5：00

～蕨宿と戸田の渡し・中山道
の旅～
第 1回：江戸時代の旅と中山
道六十九次
第2回：蕨宿と戸田の渡し・旧
中山道

市内在勤・在住・
在学者、1 5人
　

無料
9／ 1 7（金）
10:00～ 1 7:15
翌日以降は
8:30～ 1 7:15

子どもに
食べさせたい
パンとケーキ作り
講座

10／23（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　※試食なし。
持ち帰り容器持参

市内在住・在勤・
在学者、 8人
※託児（1歳～未
就学児）あり、
先着8人

 900円
（材料費・
保険料）

9／ 1 4（火）
10:00～ 1 7:15
翌日以降は
8:30～ 1 7:15
※託児申込希望者は、
9／28（火）までに要
申込

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
〇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で申込：講座名・氏名（ふりがな付）・
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）　〇費用が必要な講座：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　〇開催最少人数に達しない場合は中止　〇講座中に撮影する写真は、公的な活動報告や市及
び市教育委員会の広報活動に使用する場合があります　〇「当日随時受付」は混雑状況により終了する場合があります

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

【市民大学認定講座】
男女共同参画フォーラム

10／30（土） 
1 3：30～1 5：30

男女共同参画の視点から、農
業に携わる女性3名による講
演。パネル展・商品販売も
同時開催

どなたでも、50人
無料 9／5(日)～ 

※申込順、
電話可ダンスサークル桃 

「ジャズダンス体験」
1 1／2（火） 
10：00～1 2：00

ジャズダンスのレッスンを
体験する 市民の女性、20人

赤ちゃんとママのための
ニコニコたいむ

10／5、1 2、19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　※19日のみ7組 各700円

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

※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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