
お 知 ら せ
多子世帯応援クーポン事業
対象 令和3年 1月 1日以降に第3子以降
の子どもが生まれた世帯　※第 1子、第
2子ともに 1 8歳未満で、養育している場
合に限る
金額 対象の子育てサービスに利用でき
るチケット8万円分
申請 令和4年3月31日（木）ま
でに電子申請　※詳しくは市
ホームページをご覧ください

 こども家庭支援室（内線462）

証明書コンビニ交付サービスの停止
とき 10月30日（土）、31日（日）　※終日

 市民課（内線205）

戸田公園駅前出張所窓口業務の一部停止
とき 10月9日（土）、10日（日）
停止業務 ①住民異動届、印鑑登録申請
などの受付　②原動機付自転車（1 25cc
以下）の登録、廃車手続き　③税証明書、
納税証明書、住民票除票の写し、国民健
康保険証などの交付　※詳しくは市ホー
ムページをご覧ください

 戸田公園駅前出張所　420-9734

戸田公園駅前行政センターの休所
休所日 10月30日（土）、31日（日）
休所施設 ①戸田公園駅前出張所（1階）　
420-9734　②戸田市観光情報館トビ
ック（2階）　420-9794　③戸田公園駅
前配本所（2階）　420-9746　④戸田公
園駅前子育て広場（3階）　420-9741
※詳しくは市ホームページをご覧ください

スポーツセンター休場日
10月 1 3日（水）は定期休場日、10月27
日（水）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

児童手当・特例給付
児童手当・特例給付は、中学校修了前の

児童を養育している方に手当を支給する
制度です。まだ申請していない方や、現
在受給中で新たに子が生まれ増額手続き
をしていない方は、申請月の翌月から受
給できます。問い合わせの上、手続きを
してください。
※今月分（6～9月分）の振込日は、10月
1 2日（火）の予定です

 こども家庭支援室（内線647）

地域通貨戸田オール　おしごと応援し隊
内容 オール協賛店への応援メッセージ
を書いた画像を応募してくれた小学生に
200オールを贈呈
とき 10月24日（日）まで
対象・定員 市内在住の小学生、先着 100人
申込 詳しくは地域通貨戸田
オールホームページをご覧く
ださい

 地域通貨戸田オール運営委員会［協働
推進課内］（内線435）

戦没者等の遺族に対する
第十一回特別弔慰金

対象 戦没者等の死亡当時の遺族で、令
和2年4月 1日（基準日）において、「恩給
法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没
者遺族等援護法による遺族年金」などを
受ける方がいない場合に、次の優先順位
に沿って遺族一人に支給します。①基準
日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権を取得した方　②戦
没者等の子　③戦没者等の父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹　④上記①～③以外の戦
没者等の三親等内の親族　※戦没者等の
死亡当時、生計関係の有無などにより、
順番が入れ替わります
内容 額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間 令和5年3月31日（金）まで　
※請求期間を過ぎると弔慰金を受けるこ
とができなくなります
支給 受付から国債の交付まで、都道府県
における審査、国債の記名加工などの手
続を含め 1年以上かかる場合があります

 福祉総務課（内線298）

《今月の納税》
市県民税…第3期分
国民健康保険税…第4期分
納期限は、1 1月 1日（月）です。
必ず納期内に納付してください。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 10月3日（日）、1 1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）

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
子ども用自転車（16インチ）、姿見（カ
ガミ）、プランター、ランドセル、剣
道防具一式（小学生）、ベビーベッド、
祝い着セット（3歳、女児）
● ゆずってください
子ども用自転車（女児、18インチ）、
自転車用子ども乗せシート（前用）、
折りたたみ自転車、キャリーカート、
ルーフキャリー
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

首都圏放置自転車
クリーンキャンペーン

みんなが気持ちよく安心して駅などを利
用できるよう、自転車駐車場を利用しま
しょう。
【放置自転車による悪影響】
●歩行者や自転車などの通行を妨げる
●車両の安全な通行を妨げ渋滞を招く
● 災害時の避難や緊急車両の通行の妨げ
になる
●まちの景観を損なう

 都市交通課（内線263）

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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美女木向田地区における新住所施行
美女木向田地区町界町名地番整理の実施
により、1 1月 1日（月）より町名が「大字美
女木」から「美女木北」に変更となります。
※詳しくは市ホームページをご覧ください

南浦和中

南浦和高

美女木小

新田公園 戸田東IC

北戸田駅

南浦和中

浦和南高

美女木小

新田公園

J
R
埼
京
線

笹
目
川

298

79

イオン
モール北戸田

戸田東IC
笹
目
川イオン

モール北戸田 001-2.ai

蕨戸田
衛生センター

北戸田駅

対象となる区域

 都市計画課（内線392）

リサイクル自転車の販売
とき 10月 10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　※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 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
はお近くの加盟店へ

 都市交通課（内線263）

浄化槽の適正な維持管理
浄化槽の適正な維持管理には、年3～4
回の保守点検、年 1回以上の清掃、年 1
回の定期水質検査（法定検査）を行う必
要があります。浄化槽で処理された排水
は、側溝などに放流され、最終的に川に
流れていきます。地域の水環境を良好に
保つために、管理を忘れずに実施しまし
ょう。

 環境課（内線386）

行政相談所の開設
10月18日（月）～24日（日）は「行政相談
週間」です。総務大臣から委嘱された行

政相談委員が行政相談所を開設します。
国や地方公共団体の業務について、苦情
や要望などを受け付けますので、ご利用
ください。
とき 10月2 1日（木）、午前 10時～正午
ところ 市役所 1階　東側ロビー

 くらし安心課（内線656）

10月は不正軽油撲滅対策強化
月間です

不正軽油とは、軽油引取税（県税）の脱
税を目的として、軽油に灯油や重油など
を混ぜた燃料や、自動車の燃料として不
正に使用される灯油や重油のことをいい
ます。不正軽油の製造・運搬・販売・使
用は悪質な脱税行為であるばかりでなく、
公正な市場競争を阻害し、大気汚染など
環境や健康にも重大な影響を与えること
から、県では不正軽油の撲滅対策を推進
しています。不正軽油に関する情報は県
税務課へ。

 県税務課　048 -830-2658（FAX：
048 -830-4737）

社会生活基本調査
総務省統計局（埼玉県）では、10月20日
（水）時点の社会生活基本調査を実施しま
す。この調査では、国民の生活時間の使
い方やさまざまな活動状況を調べ、暮ら
しや社会のための基礎資料として活用し
ます。10月上旬～中旬に調査員が調査を
お願いするお宅に伺いますので、調査の
趣旨をご理解いただき、回答をお願いし
ます。回答は、インターネットをご活用
ください。

 県統計課　048 -830-2314

令和4年版県民手帳の販売
とき 10月 1 4日（木）～ 1 2月 1 7日（金）
ところ 新曽南庁舎3階　デジタル戦略室
※ほかの購入場所についてはお問い合わ
せください
価格 550円（税込）
サイズ・規格 縦 14cm×横9cm、月間予
定表部分升目式

 デジタル戦略室　229-3478

イ ベ ン ト
「戸田マラソンin彩湖2021」の中止
1 1月2 1日（日）に開催を予定していた
「戸田マラソン in彩湖202 1」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）

「健康福祉の杜まつり」の中止
10月に開催を予定していた「健康福祉の
杜まつり」は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止します。

 福祉保健センター　446-6484

第１９回北足立郡市町人権フェスティバル
〜離れていても、伝えたい、思いやりの心〜

差別や偏見のない人権が尊重されるまち
づくりを目指して、北足立郡内の人々を
対象に「第 19回北足立郡市町人権フェス
ティバル」をオンラインで開催します。
とき 10月22日（金）～ 1 1月2 1日（日）
①動画配信による講演
講師 三

み
阪
さか

 洋
ひろ
行
ゆき
さん（元車いすラグビー

日本代表、パラリンピアン、日本パラリン
ピック委員会アスリート委員会委員長）
演題 「違いを受け入れ世界を変える」
②ホームページでの啓発（人権三法、人
権啓発写真展）など
参加方法 1 1月18日（木）までにQRコー
ドより申し込み。後日申込者
へ視聴用URLを送付　※費
用無料

 行政管理課（内線393）

令和4年成人式
とき 令和4年 1月 10日（祝・月）、①午後
1時～（戸田中学校区、戸田東中学校区、
喜沢中学校区）、②午後3時30分～（美笹
中学校区、笹目中学校区、新曽中学校区）
ところ 文化会館　大ホール
対象 平成 1 3年4月2日～平成 1 4年4月
1日生まれの方　※案内状は、1 1月 1日
時点で市在住の方を対象に、
1 2月上旬に発送予定。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）

※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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子育てサロン
①0歳児ママサロン
とき 10月27日（水）、午前 10時 1 5分～
1 1時 1 5分

ところ 戸田東小学校　親子ふれあい広場
対象・定員 令和3年4月以降生まれの子
とその保護者、5組
②はじめましてサロン
とき 10月22日（金）、午前 10時30分～

1 1時30分
ところ 新曽小学校　親子ふれあい広場
対象・定員 市内に転入し、おおむね６カ
月以内または親子ふれあい広場に初めて
参加する0～3歳までの子とその保護者、

18

図書館・郷土博物館・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

10／ 1（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、 
1 5人

無料 視聴覚室

当日先着順

おはなし玉手箱

10／6（水）、9（土）、
1 3（水）、16（土）、
20（水）、27（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、1 5人

おはなしの部屋
10／23（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、1 5人

子供映画会
10／9（土） 
10：30～ 1 1：30 
※受付／ 10：1 5

『なかよしおばけ
～おばけパーティー』（42分） 
『イソップ物語』（1 3分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

10／7、1 4、2 1、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

図書館の貸出券を
持ち、生後6カ月
以上の未就学児の
子を持つ市民、
各回4人

利用日の 1週間
前～前日、
電話のみ

地図を使って調べてみよう 
～戸田と荒川のむかしといま～

1 1／3（祝・水） 
1 4：00～ 1 5：30

図書館の地図と本を活用して
戸田と荒川の歴史を振り返る 高校生以上、5人

10／9（土）
9：00～ 
電話のみ、
申込順

「ひゃっか王からの挑戦状！」 10／24（日） 
13：30～14：30

子ども向け百科事典を使って
謎解きをする

小学3～6年生、 
10人

当日先着順 
※ 1 3：1 5～
整理券配布

上
戸
田
分
館

ハロウィンおはなし会 10／ 1 7（日） 
1 4：00～ 1 5：00

ハロウィンクイズ、絵本の読み聞
かせ、紙芝居など

未就学児（保護者
同伴）～小学生、
22人

無料

多目的室
（あいパル 1階）

10／7（木）～
申込順、電話
可

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

10／ 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）

あいパル
（詳細はお問い合
わせください）

当日先着順パルシアター 10／3（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品 
『1 4ひきのおつきみ』など 誰でも、16人 研修室 

（あいパル3階）

赤ちゃんおはなし会 10／8（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、5組（ 1 0人）

あいパル
（詳細はお問い合
わせください）

郷
土
博
物
館

おうちで体験 
「はにわづくり」

10／ 16（土） 
10：00～ 1 2：00に頒布
※受け渡し時間は事前予
約の際にお知らせ

おうちではにわをつくれるキット
を頒布する

市内在住の小・中
学生 600円 講座室

10／9（土）
10：00～
電話で事前予
約、申込順
※費用は受け取
り当日支払い

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②

1 1／ 1 3（土） 
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺を徒歩で巡り野鳥を
解説付きで観察する

誰でも（小学2年生
以下保護者同伴）、
20人

1 00円

彩湖自然学習
センター　

10／ 1 3（水）～
電話のみ、 
申込順

部分月食観察会
1 1／ 19（金） 
1 7：00～ 19：30 
※曇雨天中止

月が地球の影に入って欠ける
様子を観察する

誰でも（小学生以
下保護者同伴）、
20人

10／ 19（火）～
電話のみ、 
申込順

彩湖の絵手紙をかこう② 1 1／2 1（日） 
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺の自然を題材とした
絵手紙を作成する

小学生以上の親子、
10人
（1組2人まで）

200円
／組

10／2 1（木）～
電話のみ、 
申込順

和凧をつくろう 1 2／4（土） 
10：00～ 1 2：00 和紙と竹で和凧をつくる 小学生以上の親子、

20人
（ 1組2人まで）

400円
／組

1 1／4（木）～
電話のみ、 
申込順

木の実を使ったリースづくり 1 2／ 1 2（日） 
10：00～ 1 2：00

彩湖周辺で集めた木の実を使って
クリスマスリースをつくる

2 ,000円
／組

1 1／ 1 2（金）～
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
　郷土博物館  443-5600 10：00～ 16：30　※ 1 2：00～ 1 3：00を除く
　彩湖自然学習センター  422-999 1  10：00～ 16：30
　（みどりパル）



4組
③アラフォーサロン
とき 10月28日（木）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 美女木小学校　親子ふれあい広場
対象・定員 おおむね38歳以上のママと
3歳までの子、5組
---------------------------------------
申込 10月5日（火）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）

親子でチャレンジ！
ティーボール＆ボッチャ体験会

とき 10月 1 7日（日）、午前 10時～正午
ところ 芦原小学校　アリーナ・校庭　
※雨天時はクラブハウス会議室
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学生または小学生の親子、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 10月 1 2日（火）までに住所、氏名、年
齢、電話番号を電話、電子メール（bunka-
sport@city.toda.saitama.jp）で
※費用無料、申込順。参加賞あり

 文化スポーツ課（内線339）

カヌー体験教室in彩湖
とき 10月24日（日）、①午前 10時～ 1 1
時30分　②午後 1時～2時30分　③午
後3時～4時30分
ところ 彩湖（管理橋東側）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学生以上、各先着 10人　※重複申込不
可。経験の有無は問いません
費用 100円
持ち物 運動できる服装、運動靴、濡れ
てもいいサンダル、足ふき用タオル、着
替え、飲み物、サングラスなど
申込 10月4日（月）～ 1 8日（月）に文化
スポーツ課へ　※電話可

 文化スポーツ課（内線339）

募 集
シルバー人材センター会員説明会・就業体験会
◆シルバー人材センター会員説明会
とき ① 10月6日（水）、午後2時～4時　

② 10月7日（木）、午前 10時～正午
内容 就業、ボランティア、サークル活
動の説明
◆シルバー人材センター就業体験会
とき 10月13日（水）、午後2時～3時30分
内容 筆耕・網戸・障子の張り替えなど
の体験
---------------------------------------
ところ シルバー人材センター
対象・定員 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

花と緑のまちづくりコンクール
市内の花壇など優秀事例を表彰する「花
と緑のまちづくりコンクール」を行いま
す。応募用紙に写真2枚を添付の上応募
してください。　※写真は昨年の秋から
今年の秋までに撮影したもの
応募期間 10月 1日（金）～31日（日）　
※消印有効
表彰部門 団体、学校、幼稚園保育園、
企業、個人の部門毎に戸田市賞・戸田市
教育委員会賞・優秀賞などの授与が行わ
れます
応募用紙 市役所3階　みどり公園課窓口
で配布
申込 郵送で（〒335-0031　戸田市美
女木 1 1 56-4　エコス内　戸田市花と緑
のまちづくりコンクール宛）

 花と緑のまちづくり実行委員会事務局
長　大山　090-2767-3478／事務局　
池上　090-2642-7037

ホタル飼育ボランティア
とき 週 1日（平日）、午後2時～4時30分
のうち 1時間程度、応相談
ところ リサイクルフラワーセンター
内容 幼虫の給餌・水交換・選別など
定員 6人
申込 10月22日（金）まで。電話または
電子メール（hotaru@warabitoda-
e-c.or.jp）にて詳細を説明後に受付

 蕨戸田衛生センター　048 -42 1 -28 
01

納税通知書用封筒の広告主
令和4年度の「固定資産税」「軽自動車税
（種別割）」および「個人の市民税・県民税」
の納税通知書送付用封筒に広告掲載を希

望する広告主を募集します。
広告媒体 「固定資産税」「軽自動車税（種
別割）」「個人市民税・県民税」の納税通
知書用封筒
募集枠 3枠（単色）
掲載期間 原則、令和4年度中　
※封筒がなくなり次第終了
作製枚数 1 1 1 ,000枚
申込 10月13日（水）～ 1 1月12日（金）必
着、申込書に必要書類を添えて税務課へ　
※郵送可。申込書は市ホームページで取
得可。審査の上、掲載の可否をお知らせ
します。表面に掲載する広告は裏面に比
べ制限があります。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください

 税務課（内線249）

公益財団法人
戸田市文化スポーツ財団新規職員

採用予定日 令和4年4月1日（入職時期に
ついては要相談）
採用予定人数 若干名
職種 一般事務　（上級職）
応募資格 次の（1）（2）の全ての要件を
満たすこと
（1）昭和61年4月2日以降に生まれた者
（高卒以上）
（2）次のいずれにも該当しない者
●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまでまたはその執行を受けること
がなくなるまでの者　●懲戒免職の処分
を受け、当該処分の日から2年を経過し
ない者　●日本国憲法施行の日以降にお
いて、日本国憲法またはその下に成立し
た政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、またはこれ
に加入した者
勤務地 財団が管理運営する公共施設（戸
田市内）
給与 ①月額200,420円（大卒初任給の
例、地域手当含む）
②給与支給例（地域手当含む）

単位：円
最終
学歴

月額
（経験5年）

月額
（経験 1 0年）

月額
（経験 1 5年）

大学卒 232 ,430 269,940 296,340

短大卒 221 ,320 258 ,940 289,960

高校卒 207,570 245,520 274 , 780

勤務時間 午前8時30分～午後9時30分
（交替制）のうち7時間45分勤務　※土 
・日曜日、祝日を含む4週8休シフト制。

※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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祝日代休あり
申込方法 10月 1日（金）～ 1 7日（日）午
後5時 1 5分までに、指定の受験申込書
（写真貼付）を文化会館に持
参。　※郵送不可。詳しくは
ホームページをご覧ください

 公益財団法人戸田市文化スポーツ財
団　445-131 1

彩の国動物愛護推進員
募集人数 約30人
資格 20歳以上
内容 動物の愛護と適正な飼養の重要性
についての啓発活動や、地域住民の求め
に応じた譲渡仲介の支援など
任期 令和4年4月 1日～令和7年3月31
日まで（3年間）
募集期間 1 1月30日（火）まで
応募方法 応募要領を参照の上、必要書
類を県生活衛生課へ郵送。応募要領は県
生活衛生課のホームページまたは県動物
指導センター、各保健所（政令市・中核
市を除く）窓口で取得可 
選考方法 書類審査および面接

 県生活衛生課　048 -830-3612

埼玉県地球温暖化防止活動推進員
県では、地域における地球温暖化防止普
及活動の担い手である「埼玉県地球温暖
化防止活動推進員」として、令和4年4月
から2年間、活動していただける方を募
集します。
申込 1 1月30日（火）まで　
※詳しくは県ホームページを
ご覧ください

 県温暖化対策課　048 -830-3033

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 1／6 
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター1 1／20

（土）

講習会
（協力会
員のみ）

1 1／1 6
（火）

9：30～
1 2：30 市役所

大会議室A・B1 1／24
（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。随時、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

市テニス協会新規クラブ
資格 市内在住・在勤・在学者を主とし
た 10人以上の会員を有する団体
申込 10月6日（水）～20日（水）にクラ
ブ名、代表者名、連絡先、会員名簿（住
所、電話番号、生年月日、性別）を明記
し、市テニス協会（〒335-8799　蕨市
中央5-8 -2 1蕨郵便局留）へ

 市テニス協会　横山　090-7427-0 
653

講 室座 ・ 教
【市民大学認定講座】
男女共同参画フォーラム

農業女子プロジェクトメンバーに聞く
「決める力

ちから
あきらめない力

ちから
」

とき 10月30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 農業に従事する3人の女性による、
男女共同参画の視点を交えた講演　
※手話通訳あり
講師 遠

えん
藤
どう

 政
まさ
子
こ
さん、貫

ぬく
井
い

 香
か
織
おり
さん、

山
やま
口
ぐち

 由
ゆ
美
み
さん

対象・定員　市内在住・在勤・在学者、
50人　※託児あり（1歳～未就学児、
6人まで。7日前までに要申込）
申込 受付中、直接窓口へ　
※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

【市民大学認定講座】
市民ボート体験教室参加者

とき 1 1月7日（日）、①午後3時～5時　
②午後5時～7時
ところ 戸田ボートコース　※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・在学の中学生以上、
先着各20人
費用 100円（保険料など）
持ち物 飲み物（水またはスポーツドリン
クなど）、タオル、着替え、サングラス
など（日差しが強い場合）
服装 運動できる服装（裾の細いジャージ

など）
申込 10月4日（月）～ 1 8日（月）に文化
スポーツ課へ　※電話可。費用は現地で
集めます

 文化スポーツ課（内線339）

女性向け就職支援セミナー　
あなたの良さを伝える面接力アップセミナー

とき 10月25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 自分の良さを面接で伝える技術を学
ぶ
講師 キャリアプラザ埼玉　宮

みや
﨑
ざき

 晶
あき
代
よ
さん

対象 就職、再就職を目指す女性
定員 先着 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託児利用できない場
合あり）
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）

応急手当講習会
AED救急救命体験

とき 1 1月7日（日）、午前 10時30分～ 1 1
時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 20人　※先着順、定員になり次第
締め切り。詳しくはさくらパルホームペ
ージをご覧ください
費用 1人 100円（保険料含む）
申込 10月9日（土）午前 10時
～31日（日）午後7時までにQ 
Rコード、電話、または窓口で

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061

地域包括・福祉センター連携事業
「認知症サポーター養成講座」

とき 10月27日（水）、午前 10時～ 1 1時
30分　※受付：午前9時30分
ところ 西部福祉センター　大会議室
内容 認知症を正しく理解し、認知症の
方と家族を見守っていただく事を目的に
認知症サポーターを養成します
講師 市立地域包括支援センター職員
対象・定員 市民、60人　
※申込順。費用無料
申込 10月1日（金）午前 10時～西部福祉
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センター窓口または電話（42 1 -3024）
で

 市立地域包括支援センター　422-8 
82 1

精神保健福祉ボランティア入門講座
とき 10月29日、1 1月5日、1 2日、1 2
月3日の金曜日、1 1月中旬～下旬の間の
いずれか 1日（現地見学）の全5回、午後
2時～4時　
※見学日は午後2時～3時30分
ところ 心身障害者福祉センターほか
内容 「こころの病気を理解する」「精神
障害の特性を知る」など
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、10
人
申込 申込用紙に必要事項を記入し、心
身障害者福祉センターまで　
※電話による仮申込も可

 心身障害者福祉センター　445-1 828

保育コンシェルジュによるプチ講座〜「保育園・幼
児園の入園」や「保育サービスの利用」について〜

とき 10月 19日（火）、午前 10時～ 1 1時
30分
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 10月 16日（土）～電話で　
※費用無料。申込順

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

障害者のための就労相談会
とき 10月22日（金）、午後 1時～4時
ところ 市役所5階　大会議室A　※電話
相談可。支援員から折り返し連絡します
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（電
話：47 1 -9333／FAX：47 1 -9334）
※支援センターでは常時就労相談を実施

 障害福祉課（内線283）

心身障害児対象親子料理体験
とき 10月31日（日）、①午前9時30分～
1 1時　②午前 1 1時30分～午後 1時
ところ 心身障害者福祉センター2階　料
理実習室
講師 早

はや
川
かわ

 郁
いく
さん

内容 お菓子づくり
対象・定員 心身障害児とその保護者、各
3組（子どもと保護者、2人 1組）

費用 1組につき500円　※申込順、電
話、FAX（441 -5031）可
申込 10月24日（日）まで

 心身障害者福祉センター　445-1 828

身体障害者対象サロン「料理教室」
とき 10月 1 5日（金）、1 1月 19日（金）（全
2回）、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
内容 野菜を使ったおいしい料理づくり
対象・定員 身体障害者、各回5人
費用 1回500円（材料費）
申込 10月 1日（金）～　※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　445-1 828

子どもの居場所づくりセミナー
内容 「子どもの居場所づくり」に関する
県の取り組み状況やこども食堂、プレイ
パークなどで活動している団体の事例発

表、あわせてフードドライブを実施
※費用無料。申込順
基調講義 県少子政策課
事例発表 戸田遊び場・遊ぼう会、夕方
からの居場所づくり「ぽっかぽか」、市社
会福祉協議会
とき 10月26日（火）、午後2時～3時30
分
ところ 新曽福祉センターホール
対象・定員 子どもの居場所づくりに関心
のある方や携わっている方
申込 10月4日（月）～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）

フードパントリー体験講座
とき 1 1月2 1日（日）、午後 1時30分～3時
ところ 市役所5階　大会議室　
内容 基本的な知識、実施するために必
要なノウハウ、アドバイスなど　
※ 1 2月2日（木）または2月3日（木）に実
施するフードパントリーに参加し、体験

市民大学認定講座
①人権教育指導者研修会

回 とき テーマ 講師

1 1 1／ 13（土）
14：00～15：30

「岐阜の地芝居」
※対面講義（オンライン配信あり）

岐阜女子大学
地域文化研究所
講師　辻

つじ

 公
きみ
子
こ
さん

2 12／4（土）
14：00～15：30

「エンターテイメントとしての鵜
飼」
※オンライン配信（会場でもオンラ
イン配信の映像を視聴できます）

岐阜女子大学
文化創造学部
助教　瀬

せ

戸
と

 敦
あつ

子
こ

さん

②岐阜女子大学・戸田市連携講座

ところ ①文化会館　304会議室　②市教育センター　2階会議室
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、① 10人　② 1 8人　※オンライン受講（②
のみ）は 100人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）
申込 10月4日（月）午前8時30分～、氏名、電話番号、対象（在住・在勤・在学）、
年代、講座名、受講方法を記入して、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・FAX可

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線342）

※認定単位数：2単位

回 とき 　内容 講師

1
1 1／8（月）
14：00～
15：30

同和問題と人権
「暮らしの中の人権感覚」

県人権推進課
須
す

藤
とう

 一
いち

郎
ろう

さん

2
1 1／ 12（金）
14：00～
15：30

女性の人権
「ジェンダー平等をめざして
～男女共同参画の現状と課題～」

県男女共同参画推進センター
男女共同参画専門員
黒
くろ

須
す

 さち子
こ

さん

※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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できます
講師 川口子育て応援フードパントリー
安行代表　牛

うし
坂
さか

 奈
な
津
つ
子
こ
さん　

対象・定員 市内在住・在勤者、10人
申込 氏名、電話番号を明示の上、電話、ま
たは電子メール（tomato-staff@tod
asimin.net）で　※費用無料。申込順

 市ボランティア・市民活動支援センター

（TOMATO）　441 -4444

県委託「介護職チャレンジ！」説明会
県では、介護の仕事に興味のある方を対
象に、資格取得のための学校受講から県
内介護施設での実務研修、直接雇用まで、
幅広く支援しています。　
※詳しくは予約時にご確認ください

とき ① 10月27日（水）、午後 1時～　②
1 1月4日（木）、午後 1時～
ところ ①市役所5階　502会議室　②西
部福祉センター　第3会議室
持ち物 当日面接希望者は、履歴書、健
康保険証
申込 前日までに電話またはホームペー
ジで　※短時間・簡単な仕事の希望者へ

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

10／7、1 1／4の
毎月第１木曜日
13：00～１6：00

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

炊飯器を使った
料理講座

1 1／6（土）
10：00～ 1 2：00（試食
なし、持ち帰り容器持参）

電気炊飯器を使って
さまざまな料理をつくる
※託児あり（1歳～未就学児）

市内在住・在勤・
在学者、8人

1 ,000円
支払期日
10／26（火）

10／8（金）
8：30～

【市民大学認定講座】
歴史講座Ⅱ

1 1／ 1 1（木）、1 8（木）
（全2回）
10：30～ 1 2：00

城と城下を巡る旅 市内在住・在勤・
在学者、1 2人

無料
家庭教育講座情報
セキュリティ講演

1 1／20（土）
10：30～ 1 2：00

出会い系サイト・SNSに係
る諸事件とその対策

19歳以下の子
を持つ親、1 2人

【市民大学認定講座】
スマートフォン
入門講座

1 1／26（金）
9：30～ 1 2：30

スマホ初心者にもわかりやす
く、具体的な活用方法を解説

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

500円（テキ
スト代）
支払期日
10／26（火）

下
戸
田

【市民大学認定講座】 
人権講座 
（宝珠大学公開講座）

10／7（木） 
1 3：30～ 1 5：30

宝珠大学の公開講座に参加し
て人権について学ぶ 市民など、5人

無料

10／ 1（金）
10：00～
翌日以降は、8：30～
1 7：1 5

スマホ・パソコン
質問コーナー

10／9、1 1／ 13の
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

当日随時受付
絵本の読み聞かせ
広場

10／ 19（火）、
1 1／30（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

【市民大学認定講座】
歴史ガイドとめぐる
街歩き

1 1／ 1 8（木）
1 3：30～ 16：00

下戸田地区の史跡を散策する
（雨天決行）

市内在住・在勤・
在学者、10人

50円
（保険料）

10／ 14（木）
10：00～
翌日以降は、
8：30～1 7：15

楽しく学ぶ
韓国語教室

1 1／25、12／2、9、16、
23、R4.1／6、13、20の
木曜日（全８回）
13：30～ 14：30

韓国語を楽しく学ぶ 市内在住・在勤・
在学者、1 2人 無料

10／21（木）
10：00～
翌日以降は、
8：30～1 7：15

新
曽

スマホ・パソコン
質問コーナー

10／ 1 7、1 1／2 1の
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

実用ペン字講座
1 1／ 10（水）、1 7（水）
（全2回）
10：00～ 1 2：00

年賀状、書類作成に生かせ
る、ペン字の実習をする

市内在住・在勤・
在学者、10人

10／6（水）
10：00～ 1 7：1 5
翌日以降は、
8：30～ 1 7：1 5

【市民大学認定講座】
歴史ガイドと歩く
新曽ツアー

1 1／ 1 3（土）、20（土）
（全2回）
1 3：30～ 1 5：30

武蔵野の面影を残す新曽地区
の歴史散策をする（雨天決行）

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

100円
（保険料）

10／ 1 3（水）
10：00～ 1 7：1 5
翌日以降は、
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
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　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
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は「介護アシスタント」制度の
案内資料もお渡しします

 （株）シグマスタッフ大宮
支店（受託事業者）　048 -782-51 73

犬のしつけ方教室
内容 愛犬の飼育や行動で困っているこ
との対処やしつけ方について実技をふま
えて学ぶ
とき 10月30日（土）　①午前9時30分
～　②午前 1 1時～　③午後 1時～　④午
後2時30分～　※③・④はパピー（1歳
未満）対象。雨天の場合は、室内講習
ところ 道満ドッグラン　※雨天時は、管
理事務所
講師 JKC公認訓練士　遠

えん
藤
どう

 ゆかりさん

対象・定員 犬飼養者20組（各回5組）
費用 1 ,000円
持ち物 リード（伸縮は不可）、狂犬病予
防注射済証、犬用おやつ、水かけボトル
申込 10月 1 2日（火）から電話で　
※申込順

 水と緑の公社　449-1550

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1 1月3日（祝・水）、4日（木）、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
中央区新都心2-2）
内容 仕事に役立つワード講座　基礎・
応用編
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。
未就学児保育あり（保育料無料）
費用 800円（教材費）
申込 10月 19日（火）必着で、メール（in 
fo@saiboren.or.jp）または往復は
がきで応募　※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

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

綺麗リフトアップ
メイク！！

1 0／24（日）、
31（日） 
1 4：00～
1 5：30

3階
セミナー
ルーム
302

①チークと肌色カバー
ポイント
②キレイに見える眉バ
ランスと目疲れケア

市内在住・
在勤者、
1 2人

1 ,000円
メイク道具一式（メ
イクブラシ含む）、
手鏡、前髪を留め
る髪留め、タオル

トータルビューティーコ
ンサルタント、ヘアメ
イクアップアーティスト
木
き
村
むら

 真
ま
規
き
子
こ
さん

10／2（土）～
19（火）

ハロウィンかぼち
ゃのランタン作り

1 0／31（日） 
1 3：30～
1 5：30

2階
アトリエ

手づくりの「かぼちゃ
のランタン」で、今年も
ハロウィンを楽しもう

市内在住の
小学4年生
以上の児童
・生徒（刃
物を使用す
るため）、
8人

1 ,000円
持ち帰り用袋、
タオル、飲み物、
使い慣れた刃物
（貸し出し可能）

ジャックの会 10／3（日）～
25（月）

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

Word2013基礎 1 1／ 1 0（水）～ 1 2（金） 
1 8：00～20：00

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

1 0／2（土）～
25（月）
※申込順、電話可。
希望者が2人以下の
コースは中止

Excel2013基礎 1 1／3、 1 0、 1 7の水曜日 
1 4：00～ 1 6：00

住所録作成、簡単な関数
を使った表計算

Excel2013中級
（内容CDを贈呈）

1 1／ 1 1、 1 8、25の
木曜日 
1 0：00～ 1 2：00

基礎的な関数が操作できる
人向けの講座

◆パソコン講習会

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

【就活の基本】自分の
価値観や適性を知ろう

1 1／27（土） 
10：00～ 1 2：00

興味や大切にしたい価値観、
これまでの経験を整理する

就職を希望する女性、 1 6人
※託児あり 無料

10／ 10（日）～ 
※申込順、
電話可

わくわくサイエンス
A・B

1 1／28（日） 
Ａ： 1 3：00～ 1 4：30 
Ｂ： 1 5：00～ 1 6：30

自然科学に関する実験装置
を作成し、実験を行う

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

各 1 ,030円
10／5（火）～ 
※申込順、
電話可

心もカラダも元気に！
親子ヨガA・B

1 1／ 1 1、1 8、25、1 2／9、
16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
と母親
Ｂ：1歳～3歳未満の子と母親
各12組

各2,800円
10／7（木）～ 
※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

※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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