
金保険料を納めた方へ、10月中に「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」を
送付予定です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

11月11日～17日は税を考える週間です
今年のテーマ：「くらしを支える税」

 西川口税務署　048 -253-4977

フードドライブ実施に伴う食料寄
付のお願い

「フードドライブ」とは、ご家庭で使い切
れない食料を提供いただき、必要とする
方に配布する取り組みです。
とき 1 1月22日（月）、24日（水）、午前
9時～午後4時
ところ 福祉保健センター
受付できるもの ①賞味期限が明記され
ており、おおよそ 1カ月以上先のもの　
②常温保存のもの　③未開封のもの
受付できないもの ①包装や外装が破損
しているもの　②生鮮食品や冷凍食品　
③包装や外装を他のものに移し替えたも
の　④瓶詰めの食品
申込 上記日時に直接来所し、食料品を
お持ちください。　※詳しくは社会福祉
協議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会　442-0309

生ごみ処理機器購入費補助

対象者 機器を常に良好な状態で維持管
理でき、令和4年 1月31日（月）までに生
ごみ処理機器を購入可能な方　
※事業所など法人は除く
申込期限 1 1月1 2日（金）まで　※応募多
数は抽選。申請書は、窓口で配布。申請
には、印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線390）

使用済みインクカートリッジで地
域通貨「戸田オール」をもらおう！

EPSON、Canon、brotherの使用済
みインクカートリッジ（純正品）を市内の交

種類 募集数 補助金額 備考

コンポス
ト型容器 3基 1基につき

3,000円
1家庭 

2基まで
バケツ
（ＥＭ）型
容器

4基 1基につき
1 ,500円

1家庭 
2基まで

電気式
生ごみ
処理機

4台
購入額の  

2分の 1以内
（30,000円限度）

1家庭 
1台まで

お 知 ら せ
保養所「白田の湯」閉館
長年にわたり親しまれてきた保養所「白
田の湯」は、市民意識調査の結果や、建
物の維持に多額の費用が見込まれること
などから、令和4年3月31日（木）をもっ
て閉館することとなりました。

 くらし安心課（内線656）

緊急地震速報訓練
地震発生時に備え、防災行政無線による
全国的な緊急地震速報訓練を行います。
とき 1 1月5日（金）、午前 10時頃　※災
害の発生などにより訓練を中止する場合
あり

 危機管理防災課（内線31 1）

ごみ収集の休止
1 1月23日（祝・火）は勤労感謝の日のため、
ごみ収集はありません。

 環境課（内線390）

戸田収穫祭の中止
1 1月に開催を予定していた戸田収穫祭
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止します。

 経済政策課（内線397）

戸田公園駅前配本所の臨時休所
と図書館ホームページの休止

とき 1 1月30日（火）、午前8時30分～
午後8時
※中央図書館・上戸田分館・各分室は月
末整理日のためお休みです

 図書館　442-2800

令和3・4年度建設工事請負等競争入札
参加資格審査（新規・追加）申請受付

建設工事、設計・調査・測量、土木施設
維持管理の入札参加資格審査（新規・追
加）を県と共同で実施します。

※登録は水道事業および下水道事業も含
みます。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい

 管財入札課（内線408）

新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金の受付期間の延長

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
再貸付不承認とされた方など
受付期限 1 1月30日（火）
申込 市ホームページに掲載されている
申請様式に記入の上、①郵送申請　②窓
口に直接持参

 生活支援課（内線239）

ひとり親家庭等医療費受給者現況届
ひとり親家庭等医療費受給者（支給停止
者含む）は、毎年現況届の提出が必要で
す。対象者には通知しますので、書類を
確認し、期限までに提出してください。
※7月1日以降の新規申請者と児童扶養手
当受給者（支給停止者含む）は、提出不要
提出期限 1 1月30日（火）

 こども家庭支援室（内線274）

530（ゴミゼロ）運動実践活動の実施
とき 1 2月5日（日）、午前8時～9時　
※雨天時は 1 2日（日）に延期
ところ 活動場所はお住まいの地区・自治
会ごとに違いますので、各町会・自治会
の衛生自治会長などにご確認ください。
※家庭ごみ・粗大ごみは出さな
いでください。回収しません

 戸田530運動推進連絡会
事務局［環境課内］（内線390）

宝くじの助成金による町会の備品整備
（一財）自治総合センターが実施する、宝
くじの受託事業収入を財源としたコミュ
ニティ助成事業を活用し、次の町会が備

品を整備しました。
【新田町会】発電機、のぼり旗など
【笹目二丁目町会】カーテン、横断幕など
【美女木二丁目町会】テント、会議テーブ
ルなど

 協働推進課（内線651）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
とき 1 1月 1 2日（金）～ 1 8 日（木）、午前
8時30分～午後7時　※ 1 1月 1 3日（土）、
1 4日（日）は午前 10時～午後5時
相談電話 0570-070-810

 さいたま地方法務局　人権擁護課　
048 -859-3507

県最低賃金の改正
10月1日（金）から、県の最低賃金が時間
額956円（引上げ額28円）となりました。
使用者も、労働者も、賃金額を必ず確認
しましょう。

 埼玉労働局　賃金室　048-600-6205

彩湖自然学習センター（みどりパ
ル）開館時間延長

夕焼けをゆっくり観賞できるよう、5階
展望室と展望広場を延長開放します。夕
陽に映える彩湖と富士山をご覧ください。
実施期間 1 1月23日（祝・火）～12月28日（火）
延長時間 午後4時30分～45分　※悪天
候時は中止

 彩湖自然学習センター　422-999 1

年金生活者支援給付金制度
対象者 （1）次の要件をすべて満たす老齢
基礎年金の受給者　①65歳以上　②世
帯員全員が市民税非課税　③年金収入額
とその他所得額の合計が約88万円以下　
（2）前年の所得額が約462万円以下で、
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
請求手続 対象者には日本年金機構から
順次、お知らせを送付しています。同封
のハガキに必要事項を記入し、提出して
ください。

 ねんきんダイヤル　0570-05-1 165

国民年金保険料控除証明書の送付
日本年金機構では、1月～9月に国民年

申請方法
申請書類を共同受付窓口
（県入札審査課）へ郵送
※消印有効、持参不可

申請書類
の取得

県入札審査課ホームページから
ダウンロード

入札参加資格
有効期間

令和4年3月1日（火）
～令和5年3月31日（金）

新規申請 追加申請

受付期間 12月1日（水）
～17日（金）

12月1日（水）
～24日（金）

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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金保険料を納めた方へ、10月中に「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」を
送付予定です。

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

11月11日～17日は税を考える週間です
今年のテーマ：「くらしを支える税」

 西川口税務署　048 -253-4977

フードドライブ実施に伴う食料寄
付のお願い

「フードドライブ」とは、ご家庭で使い切
れない食料を提供いただき、必要とする
方に配布する取り組みです。
とき 1 1月22日（月）、24日（水）、午前
9時～午後4時
ところ 福祉保健センター
受付できるもの ①賞味期限が明記され
ており、おおよそ 1カ月以上先のもの　
②常温保存のもの　③未開封のもの
受付できないもの ①包装や外装が破損
しているもの　②生鮮食品や冷凍食品　
③包装や外装を他のものに移し替えたも
の　④瓶詰めの食品
申込 上記日時に直接来所し、食料品を
お持ちください。　※詳しくは社会福祉
協議会ホームページをご覧ください

 社会福祉協議会　442-0309

生ごみ処理機器購入費補助

対象者 機器を常に良好な状態で維持管
理でき、令和4年 1月31日（月）までに生
ごみ処理機器を購入可能な方　
※事業所など法人は除く
申込期限 1 1月1 2日（金）まで　※応募多
数は抽選。申請書は、窓口で配布。申請
には、印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線390）

使用済みインクカートリッジで地
域通貨「戸田オール」をもらおう！

EPSON、Canon、brotherの使用済
みインクカートリッジ（純正品）を市内の交

換店に持ち込むと、1個につき地域通貨戸
田オール 10オールと交換できます。
とき 令和4年 1月31日（月）まで
ところ 市内の交換店26店舗　※一部の
店舗では通年で実施

 地域通貨戸田オール運営委員会［協働
推進課内］（内線435）

コミュニティソーシャルワーカー
出張相談会

とき ① 1 1月 1 2日（金）　② 1 1月 16日
（火）　③ 1 1月26日（金）　④ 1 1月30日
（火）　⑤ 12月2日（木）　⑥ 12月6日（月）　
※全日午前9時30分～ 1 1時30分。開催
時間中にお越しください
ところ ①東部福祉センター　中会議室　
②新曽福祉センター　講習会室　③笹目
コミュニティセンター（コンパル）　セミ
ナールーム 101　④心身障害者福祉セン
ター　社会適応訓練室　⑤上戸田地域交
流センター（あいパル）　多目的室3　⑥
西部福祉センター　第 1会議室　
対象 市民　※費用無料

 社会福祉協議会［新曽地域包括支援セ
ンター内］　444 -0500

市内商店会イルミネーション点灯
今年度は本町商店会のみ実施します。
とき 1 2月4日（土）～令和4年2月 1 4日
（月）、午後5時～ 1 1時
ところ 中央通り（本町商店会の各会員店
舗前）

 本町商店会　田中　441 -5316

こどもの国地域イルミネーション
1 2月4日（土）～令和4年2月 1 4日（月）
にイルミネーションを点灯します。なお、
例年実施している点灯式は中止します。
ところ 児童センターこどもの国

 こどもの国　443-2387

リサイクル家具の販売
とき 1 1月8日（月）～ 1 3日（土）
ところ 蕨戸田衛生センターリサイクルプラザ
対象 戸田・蕨市民
販売方式 入札方式（300～8,000円）　
※1人3点まで。買取決定後の辞退は不可

 蕨戸田衛生センター組合　421 -2801

荒川緑
りょく

肥
ひ

の無償配布
とき 令和4年 1月24日（月）～2月5日（土）

を予定　※ 1月30日（日）を除く
申込 1 2月 10日（金）までに往復はがき
で　※当日消印有効。応募多数は調整。
詳しくは荒川上流河川事務所ホームペー
ジ、または新曽南庁舎河川課窓口の応募
要領をご覧ください

 荒川上流河川事務所 荒川緑肥事務局　
049-246-1031

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動
麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなど
の薬物には、絶対に手を出さないでくだ
さい。薬物乱用を根絶しましょう。
とき 10月 1日（金）～ 1 1月30日（火）

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

12月のマンション管理相談
とき 1 2月 1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 1 1月30日（火）午後3時までに電話で

 まちづくり推進課（内線334）

11月は「ケアラー月間」
県では、今年度から 1 1月を「ケアラー月
間」と定めました。1 1月23日（祝・火）
には、ケアラーやヤングケアラー支援に
ついて考えるフォーラムを開催します。

 県地域包括ケア課　048-830-3256

《今月の納税》
国民健康保険税…第5期分
納期限は、1 1月30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。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 1 1月7日（日）、12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）

種類 募集数 補助金額 備考

コンポス
ト型容器 3基 1基につき

3,000円
1家庭 

2基まで
バケツ
（ＥＭ）型
容器

4基 1基につき
1 ,500円

1家庭 
2基まで

電気式
生ごみ
処理機

4台
購入額の  

2分の 1以内
（30,000円限度）

1家庭 
1台まで

品を整備しました。
【新田町会】発電機、のぼり旗など
【笹目二丁目町会】カーテン、横断幕など
【美女木二丁目町会】テント、会議テーブ
ルなど

 協働推進課（内線651）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
とき 1 1月 1 2日（金）～ 1 8 日（木）、午前
8時30分～午後7時　※ 1 1月 1 3日（土）、
1 4日（日）は午前 10時～午後5時
相談電話 0570-070-810

 さいたま地方法務局　人権擁護課　
048 -859-3507

県最低賃金の改正
10月1日（金）から、県の最低賃金が時間
額956円（引上げ額28円）となりました。
使用者も、労働者も、賃金額を必ず確認
しましょう。

 埼玉労働局　賃金室　048-600-6205

彩湖自然学習センター（みどりパ
ル）開館時間延長

夕焼けをゆっくり観賞できるよう、5階
展望室と展望広場を延長開放します。夕
陽に映える彩湖と富士山をご覧ください。
実施期間 1 1月23日（祝・火）～12月28日（火）
延長時間 午後4時30分～45分　※悪天
候時は中止

 彩湖自然学習センター　422-999 1

年金生活者支援給付金制度
対象者 （1）次の要件をすべて満たす老齢
基礎年金の受給者　①65歳以上　②世
帯員全員が市民税非課税　③年金収入額
とその他所得額の合計が約88万円以下　
（2）前年の所得額が約462万円以下で、
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
請求手続 対象者には日本年金機構から
順次、お知らせを送付しています。同封
のハガキに必要事項を記入し、提出して
ください。

 ねんきんダイヤル　0570-05-1 165

国民年金保険料控除証明書の送付
日本年金機構では、1月～9月に国民年

※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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募 集
市議会モニター
対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤・
在学者、1 5人
任期 令和4年2月6日（日）～ 1年間　

不用品登録窓口［市民対象］

● ゆずります
剣道防具一式（小学生）、ベビーベッ
ト、祝い着セット（3歳、女児）、掛・
敷布団セット、医療用吸入器、子ど
も服（女児、80サイズ）、電子ピアノ
用台、腹筋用器具、離乳食テーブル・
イス
● ゆずってください
折りたたみ自転車、ルーフキャリー、
三輪自転車、パソコン、FAX付電話
機、ブルーレイレコーダー、車椅子、
プランター

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
交通安全に関する展示
とき 1 1月 1日（月）、午前9時30分～5
日（金）、午後5時 1 5分
ところ 市役所 1階　東側ロビー
内容 交通安全に関する写真パネル展示・
DVD上映を行います。
その他 交通事故防止に役立つ啓発品を
配布します。

 都市交通課（内線286）

はばたけ女性起業家！
チャレンジショップ

とき 1 1月 1 8日（木）～2 1日（日）
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）市民ギャラリー
内容 小物販売、展示など　※変更・中
止の場合があります。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください

 経済戦略室（内線398）

ハローワーク川口　介護就職デイ就職面接
とき 1 1月 1 2日（金）、午後 1時～4時
ところ フレンディア（キュポ・ラ本館棟4階）
内容 事業所担当者との個別相談 （参加施
設は、戸田・川口・蕨市内の 14施設程度）
対象 介護職、看護師などで、介護事業
所への就職希望者　※入退場自由、予約
不要、写真付履歴書を複数持参。詳しく
は埼玉労働局ホームページ（イベント情
報）をご覧ください

 ハローワーク川口　048-251 -2901

子育てサロン
◆子育てのいろいろおしゃべりしましょ
～遊び場、食事、家での過ごし方など～
とき 1 1月26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 0～3歳までの子を持つ親子、
5組
◆リフレッシュサロン
とき 1 1月 1 7日（水）、午前 10時30分～
1 1時30分
ところ 新曽北小学校親子ふれあい広場
対象・定員 0～3歳までの子を持つ親子、
5組
◆パパサロン
子育て中のパパが集い、気持ちを共有し
ながらおしゃべりし、リフレッシュでき
るサロンです。
とき 1 1月 14日（日）、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 市内在住で0～3歳までの子
を育てるパパ、5組
---------------------------------------
申込 1 1月4日（木）から市ホームページ申
込フォームまたはＱＲコードで　
※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）

公民連携事業　～多世代交流～
①ベビーカーコンサートin戸田
②こども絆コンサートin戸田
とき 1 1月 1 4日（日）、①午前 1 1時　
※開場：午前 10時30分　②午後2時　
※開場：午後 1時30分
ところ 新曽福祉センター　ホール
対象・定員 ①乳幼児と保護者　②幼児～
小学生と保護者、各回とも158人（車い
す席3席含む）　※祖父、祖母の参加も大
歓迎。カスタネットや鈴をお持ちください
申込 氏名、大人、
子ども、乳幼児の各
人数と必要席数を申
込フォームで　
※費用無料、申込順

 株式会社ナックプランニング　0120-
1 79-790

在宅障害児家庭交流事業
在宅の障害児とその家族が、楽しく遊び、
他の家族と交流する場として開催します。
とき 1 2月5日（日）、午前9時30分～午
後4時30分
ところ 心身障害者福祉センター
内容 ゲームコーナー、似顔絵コーナーなど
対象・定員 市内在宅障害児（高校生以下）
とその同居家族、36世帯
申込 1 1月15日（月）までに申込用紙に必
要事項を記入の上、窓口まで　※申込用
紙は、社会福祉協議会窓口（福祉保健セ
ンター2階）、本会ホームページで取得可

 社会福祉協議会　442-0309

戸田市まちウォーク2020
とき 1 1月23日（祝・火）　※午前9時受
付開始。雨天決行
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
コース 市内（ボートコース周辺）約6キロ
定員 100人　※申込順
参加費 100円（保険料など）　
※完歩証明・オリジナル参加賞あり
持ち物 飲み物、タオル、動きやすい服装
と靴
申込 名前、住所、電話番号をFAX（447-
2 139）または電子メール（todawalk@
vase.lolipop.jp）で

 ウオーキング協会 浅生　080-3396-
61 76

冬さくら鑑賞ハイキング
とき 12月5日（日）  ※集合：午前6時 15分　
市役所、午前6時25分　戸田駅西口広場
ところ 群馬県藤岡市「桜山公園」　※歩
く時間：1時間30分程度
定員 20人
費用 大人（中学生以上）5,600円、小学生
3,600円（バス代、入浴代、保険料ほか）　
※申込者には実施要項を送ります

 山岳連盟 岩崎　090-1604 -6848

市民なごみ茶会
とき 1 1月28日（日）、午前 10時～午後 1時
ところ 後谷公園内「不言亭」　※費用無料
定員 30人　※定員になり次第終了
申込 不要　※当日、直接「不言亭」にお
越しください

 市茶道連盟　飯川　229-2 1 12

① ②

【申込フォーム】
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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 1／5（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

1 1／ 10（水）、
1 3（土）、1 7（水）、
20（土）、24（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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
1 1／27（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
1 1／ 1 3（土） 
10：30～ 1 1：30 
※受付／ 10： 1 5～

『コロちゃんのケーキづくり』（25分）
『とうさんまいご』（31分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

1 1／4、1 1、1 8、25 
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

【市民大学認定講座】 
古典講座

1 2／5（日）、1 2（日）
（全２回）
1 4：00～ 1 6：00 
※開場／ 1 3：30～

深読み『源氏物語』 ⑥ 一般、30人
1 1／5（金）
9：00～
電話か直接、
申込順

R３年度 
おはなしボランティア養成講
座（公開講座）

1 1／ 1 5（月）、
1 2／ 1 7（金）
10：30～ 1 2：30 
※ 10：00開場

図書館のおはなしボランティアとして
活動するために必要なことを知る 一般、8人

1 1／ 1（月）
9：00～
電話のみ、
申込順

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1 1／2、9、16、23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（12人）

無料

研修室 
（あいパル3階）

当日先着順パルシアター 1 1／7（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品
『おじゃる丸スペシャル　銀河がマロを
呼んでいる　～ふたりのねがい星～』

誰でも、16人

赤ちゃんおはなし会 1 1／ 1 2（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）

「ひゃっか王からの挑戦状！」
＠上戸田分館

1 1／2 1（日） 
① 10：30～ 1 1：30 
② 1 3：30～ 1 4：30 
③ 1 5：00～ 1 6：00

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、 
各回3人

グループ学習室
（上戸田分館内）

1 1／5（金）～
※電話可・申
込順みんなでパルるんひろば 1 1／26（金） 

10：30～ 1 1：30

前半は絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など
後半は保護者同士の交流や、保健師へ
の相談ができます

未就園児とその保
護者、7組（14人）

音楽室（あいパ
ル3階）

おうちで絵本ひろば 1 1／27（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）

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③

1 2／ 19（日） 
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

100円 彩湖自然学習
センター

1 1／19（金）～ 
電話のみ、 
申込順

春の七草
R4.1／9（日）
10：00～ 1 2：00
雨天中止

彩湖周辺で春の七草の観察をする
1 2／9（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）

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ
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募 集
市議会モニター
対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤・
在学者、1 5人
任期 令和4年2月6日（日）～ 1年間　

※報酬なし（図書カードを進呈）
申込 12月24日（金）までに応募
票を郵送、FAX（433-2212）、
電子メール（gikaijimu@city.
toda.saitama.jp）または議会事務局へ持
参　※応募票は窓口および市議会ホームペ
ージから取得可

 議会事務局（内線524）

ボート（ナックルフォア）の名称
ボート競技の楽しさを市民の皆さんに体
験していただくため、ボート教室などで
使用するボート（ナックルフォア）を購入
します。このボートの名称を募集します。

在宅障害児家庭交流事業
在宅の障害児とその家族が、楽しく遊び、
他の家族と交流する場として開催します。
とき 1 2月5日（日）、午前9時30分～午
後4時30分
ところ 心身障害者福祉センター
内容 ゲームコーナー、似顔絵コーナーなど
対象・定員 市内在宅障害児（高校生以下）
とその同居家族、36世帯
申込 1 1月15日（月）までに申込用紙に必
要事項を記入の上、窓口まで　※申込用
紙は、社会福祉協議会窓口（福祉保健セ
ンター2階）、本会ホームページで取得可

 社会福祉協議会　442-0309

戸田市まちウォーク2020
とき 1 1月23日（祝・火）　※午前9時受
付開始。雨天決行
ところ 上戸田地域交流センター（あいパル）
コース 市内（ボートコース周辺）約6キロ
定員 100人　※申込順
参加費 100円（保険料など）　
※完歩証明・オリジナル参加賞あり
持ち物 飲み物、タオル、動きやすい服装
と靴
申込 名前、住所、電話番号をFAX（447-
2 139）または電子メール（todawalk@
vase.lolipop.jp）で

 ウオーキング協会 浅生　080-3396-
61 76

冬さくら鑑賞ハイキング
とき 12月5日（日）  ※集合：午前6時 15分　
市役所、午前6時25分　戸田駅西口広場
ところ 群馬県藤岡市「桜山公園」　※歩
く時間：1時間30分程度
定員 20人
費用 大人（中学生以上）5,600円、小学生
3,600円（バス代、入浴代、保険料ほか）　
※申込者には実施要項を送ります

 山岳連盟 岩崎　090-1604 -6848

市民なごみ茶会
とき 1 1月28日（日）、午前 10時～午後 1時
ところ 後谷公園内「不言亭」　※費用無料
定員 30人　※定員になり次第終了
申込 不要　※当日、直接「不言亭」にお
越しください

 市茶道連盟　飯川　229-2 1 12

※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

1 1／5（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

1 1／ 10（水）、
1 3（土）、1 7（水）、
20（土）、24（水） 
1 5：30～ 1 6：00

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
1 1／27（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
1 1／ 1 3（土） 
10：30～ 1 1：30 
※受付／ 10： 1 5～

『コロちゃんのケーキづくり』（25分）
『とうさんまいご』（31分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

1 1／4、1 1、1 8、25 
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

【市民大学認定講座】 
古典講座

1 2／5（日）、1 2（日）
（全２回）
1 4：00～ 1 6：00 
※開場／ 1 3：30～

深読み『源氏物語』 ⑥ 一般、30人
1 1／5（金）
9：00～
電話か直接、
申込順

R３年度 
おはなしボランティア養成講
座（公開講座）

1 1／ 1 5（月）、
1 2／ 1 7（金）
10：30～ 1 2：30 
※ 10：00開場

図書館のおはなしボランティアとして
活動するために必要なことを知る 一般、8人

1 1／ 1（月）
9：00～
電話のみ、
申込順

上
戸
田
分
館

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1 1／2、9、16、23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（12人）

無料

研修室 
（あいパル3階）

当日先着順パルシアター 1 1／7（日） 
1 3：30～ 1 4：30

上映作品
『おじゃる丸スペシャル　銀河がマロを
呼んでいる　～ふたりのねがい星～』

誰でも、16人

赤ちゃんおはなし会 1 1／ 1 2（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）

「ひゃっか王からの挑戦状！」
＠上戸田分館

1 1／2 1（日） 
① 10：30～ 1 1：30 
② 1 3：30～ 1 4：30 
③ 1 5：00～ 1 6：00

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、 
各回3人

グループ学習室
（上戸田分館内）

1 1／5（金）～
※電話可・申
込順みんなでパルるんひろば 1 1／26（金） 

10：30～ 1 1：30

前半は絵本の読み聞かせ、手遊び、童
謡など
後半は保護者同士の交流や、保健師へ
の相談ができます

未就園児とその保
護者、7組（14人）

音楽室（あいパ
ル3階）

おうちで絵本ひろば 1 1／27（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）

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③

1 2／ 19（日） 
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

100円 彩湖自然学習
センター

1 1／19（金）～ 
電話のみ、 
申込順

春の七草
R4.1／9（日）
10：00～ 1 2：00
雨天中止

彩湖周辺で春の七草の観察をする
1 2／9（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）

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ
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い合わせください
申込 電話で

 西川口税務署総務課　048-253-4977

福祉作業所もくせい園パート職員
職種 看護師
募集人数 1人
資格 看護師（准看護師可）
内容 福祉作業所もくせい園利用者（知的
障害者、身体障害者）への痰吸引、胃ろ
うの管理など医療的ケア、介助、作業や
レクリエーションの支援
任用期間 随時～令和4年3月31日（木）
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日のうち週4～5日、
午前9時～午後4時　※休憩 1時間
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 時給 1 ,810円　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金（勤務日数
による）、雇用保険、労災保険
申込 履歴書および資格証明書の写しを
福祉作業所もくせい園へ持参または郵送
（戸田市川岸2-4 -8）
選考 書類審査および面接　※施設見学
可

 福祉作業所もくせい園445-8530

シルバー人材センター会員説明会
とき ① 1 1月 1 2日（金）、午後2時～4時　
② 1 1月 1 5日（月）、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人程度
申込 電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

講 室座 ・ 教
市民ボート教室【初級】
ボートに初めて挑戦される方や、じっく
り基礎を学びたい方向けの、実技練習を
中心としたボート教室です。
とき 1 1月28日、12月5日、12月12日の
日曜日（全3回）、午後4時～6時
ところ 戸田ボートコース　※集合：戸田
第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 中学生以上の市内在住・在勤・
在学者で、ボート教室に初めて参加する

応募資格 市内在住・在勤・在学者
申込 1 1月19日（金）までに応募用紙に必
要事項を記入し、FAX（433-3358）、電
子メール（bunka-sport@city.toda.
saitama.jp）または窓口で　※応募用紙
は市ホームページおよび窓口で取得可。
詳しくは市ホームページをご覧ください

 文化スポーツ課（内線339）

令和4年度公立学童保育室の入室案内
家族が昼間、就労などで家庭にいない小
学生が対象です。市内在住で市外の小学
校（特別支援学校を除く）に通学する児童
も対象になります。詳しくは入室申請要
領をご覧ください。
◆郵送での申請
とき 1 1月 19日（金）～30日（火）
宛先 戸田市上戸田 1 -1 8 -1　戸田市役所
児童青少年課　放課後こども担当　※詳
しくは市ホームページをご覧ください
◆市役所での申請
とき 12月1日（水）～3日（金）、午前8時30分～
午後7時、12月4日（土）、午前9時～午後4時
宛先 市役所 1階　 102会議室

---------------------------------------
申請要領 市役所2階児童青少年課（午前
8時30分～午後5時 1 5分。土・日曜日、
祝日除く）、各学童保育室（午後 1時～7
時。日曜日、祝日除く）で配布。
市ホームページでも取得可。　
※現在、公立学童保育室に入
室中の児童は受付期間が異なります

 児童青少年課（内線689）

戸田の四季フォトコンテスト
市内の公園で撮影された四季折々の風景
やお気に入りの場所、イベントや日常生
活での一コマなど魅力あふれる写真を募
集します。素敵な作品には賞品が贈られ
ますので奮ってご応募ください。
とき 1 2月28日（火）まで
入賞者 10人（最優秀賞 1人、優秀賞3人、
入賞6人）
対象 オンラインで投稿でき
るデジタルデータ（スマホ可）
で申し込める方

 市フィルムコミッション協議会事務局
（水と緑の公社）　449-1550

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 2／4
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター1 2／1 8

（土）

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

SAITAMA出会いサポートセンター会員
対象 ①結婚を希望し、自ら婚活する意
思のある20歳以上の独身男女　②県内
に在住、在勤、または近い将来県への移
住をお考えの方　③電話回線のあるスマ
ートフォンをお持ちの方
費用 1 1 ,000円（税込、登録期間2年間
有効）　※市在住の方は上記の割引金額
が適用されます
申込 恋たまホームページから
会員登録および面談予約。詳
しくは恋たまホームページをご覧ください

 SAITAMA出会いサポートセンター
運営事務局　048 -789-772 1

社会福祉事業団　正規職員・契約職員
職種 ①正規職員　介護職員または生活
支援員（配属先は採用後に決定）　②契
約職員　特別養護老人ホーム戸田ほほえ
みの郷　介護職員　③契約職員　障害福
祉サービスにじの杜　生活支援員
勤務時間 午前7時～午後4時、午前8時
30分～午後5時30分、午前9時30分～
午後6時30分、午後5時～翌午前 10時　
※①②については、他シフトあり
給与 ①（学歴、職歴、資格により）月給
19～25万円　②③有資格者：時給 1 ,130 
円、無資格者：時給 1 ,1 10円
勤務日数 ①週5日　②③週4～5日
資格 不問
申込 電話で

 社会福祉事業団　432-2222

西川口税務署の非常勤職員
内容 PC操作補助、受付、データ入力など
期間 令和4年 1月4日（火）～3月31日（木）
の間で 1～3カ月程度　※詳しくはお問

市営住宅入居者

※笹目中居田住宅、下前住宅は駐車場 
・エレベーターあり
資格 個別資格に加え、次の要件を全
て満たす方　①収入が一定額以下　②
1年以上市内在住か在勤で、市民税な
どを完納している　③住宅に困窮して
いる　④暴力団員および暴力団関係者
ではない
入居可能日 令和4年2月 1日（火）
募集案内の配布 1 1月1日（月）～ 19日
（金）に、市役所3階まちづくり推進課、
1階生活支援課、2階障害福祉課、健

康長寿課、保険年金課、こども家庭支
援室、各福祉センター、戸田公園駅前
行政センター、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
申込 募集案内に添付の申込書と63円
切手を貼った返信用はがき（2枚）に必
要事項を記入の上、郵送［1 1月19日
（金）消印有効］または持参［1 1月19日
（金）午後5時 15分まで］

 まちづくり推進課（内線334）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格

笹目中居田住宅
305号室 笹目6-13-4 1DK

（44.7㎡） 20,400～ 40,100円
1人以上世帯
※高齢者・障害
者等入居可

下前住宅
304号室 下前 1 -1 0-10 1DK

（40.1㎡） 1 9,300～ 37,900円
1人以上世帯
※高齢者・障害
者等入居可

下前住宅
506号室 下前 1 -1 0-10 2LDK

（55.0㎡） 26,400～ 51 ,900円 2人以上世帯

下前住宅
606号室 下前 1 -1 0-10 2LDK

（55.0㎡） 26,400～ 51 ,900円 2人以上世帯

柳原住宅
504号室 大字新曽980 3DK

（40.6㎡） 1 2,700～25,000円 3人以上世帯

後谷住宅
402号室 上戸田3-23-2 3DK

（56.8㎡） 20,000～ 39,300円 3人以上世帯
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い合わせください
申込 電話で

 西川口税務署総務課　048-253-4977

福祉作業所もくせい園パート職員
職種 看護師
募集人数 1人
資格 看護師（准看護師可）
内容 福祉作業所もくせい園利用者（知的
障害者、身体障害者）への痰吸引、胃ろ
うの管理など医療的ケア、介助、作業や
レクリエーションの支援
任用期間 随時～令和4年3月31日（木）
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日のうち週4～5日、
午前9時～午後4時　※休憩 1時間
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 時給 1 ,810円　※賞与あり
加入保険 健康保険、厚生年金（勤務日数
による）、雇用保険、労災保険
申込 履歴書および資格証明書の写しを
福祉作業所もくせい園へ持参または郵送
（戸田市川岸2-4 -8）
選考 書類審査および面接　※施設見学
可

 福祉作業所もくせい園445-8530

シルバー人材センター会員説明会
とき ① 1 1月 1 2日（金）、午後2時～4時　
② 1 1月 1 5日（月）、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人程度
申込 電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

講 室座 ・ 教
市民ボート教室【初級】
ボートに初めて挑戦される方や、じっく
り基礎を学びたい方向けの、実技練習を
中心としたボート教室です。
とき 1 1月28日、12月5日、12月12日の
日曜日（全3回）、午後4時～6時
ところ 戸田ボートコース　※集合：戸田
第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 中学生以上の市内在住・在勤・
在学者で、ボート教室に初めて参加する

方、または2、3回程度参加の方、20人　
※申込順
費用 300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 1 1月4日（木）～ 1 5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）

就職支援セミナー
突然やってくる！ 介護と仕事の両立を考えよう

とき 1 1月26日（金）、午前9時30分～
1 1時30分
ところ 市役所5階　大会議室A
内容 介護と仕事の両立についての理解
を深める
講師 キャリアプラザ埼玉　松

まつ
島
しま

 理
り
恵
え
さん

対象・定員 求職中の方、1 2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）

放課後児童支援員認定資格研修
（第11コース）

とき 令和4年 1月24日（月）、31日（月）、

2月25日（金）、28日（月）、各日午前9
時30分～午後5時　※ 1月24日（月）の
み午後5時 1 5分まで
ところ 川口総合文化センター
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 ,840円（資料代）
申込 1 1月19日（金）までに、住所、氏名
（ふりがな）、生年月日、受講資格を記入
し、電子メール（jidoseisyonen@cit 
y.toda.saitama.jp）または電話で　
※申込順、提出書類は申込後に案内しま
す

 児童青少年課（内線689）

TODAファイナンシャルセミナー
内容 つみたてNISAとiDeCoはどう
違うの？ 考え方や始め方をわかりやす
く解説
とき 1 1月27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・在勤・在学者、先
着20人　※費用無料。詳しくはさくら
パルホームページをご覧ください
申込 特定非営利活動法人JCPFP　048-
859-7810

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 2／4
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター1 2／1 8

（土）

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

SAITAMA出会いサポートセンター会員
対象 ①結婚を希望し、自ら婚活する意
思のある20歳以上の独身男女　②県内
に在住、在勤、または近い将来県への移
住をお考えの方　③電話回線のあるスマ
ートフォンをお持ちの方
費用 1 1 ,000円（税込、登録期間2年間
有効）　※市在住の方は上記の割引金額
が適用されます
申込 恋たまホームページから
会員登録および面談予約。詳
しくは恋たまホームページをご覧ください

 SAITAMA出会いサポートセンター
運営事務局　048 -789-772 1

社会福祉事業団　正規職員・契約職員
職種 ①正規職員　介護職員または生活
支援員（配属先は採用後に決定）　②契
約職員　特別養護老人ホーム戸田ほほえ
みの郷　介護職員　③契約職員　障害福
祉サービスにじの杜　生活支援員
勤務時間 午前7時～午後4時、午前8時
30分～午後5時30分、午前9時30分～
午後6時30分、午後5時～翌午前 10時　
※①②については、他シフトあり
給与 ①（学歴、職歴、資格により）月給
19～25万円　②③有資格者：時給 1 ,130 
円、無資格者：時給 1 ,1 10円
勤務日数 ①週5日　②③週4～5日
資格 不問
申込 電話で

 社会福祉事業団　432-2222

西川口税務署の非常勤職員
内容 PC操作補助、受付、データ入力など
期間 令和4年 1月4日（火）～3月31日（木）
の間で 1～3カ月程度　※詳しくはお問

市民大学認定講座
市民企画講座「子育てのためのマインドフルネス～自分も子どもも大事にする方法～」

とき 午前 10時～正午
ところ 教育センター2階 会議室　※託児あり
対象･定員 市内在住・在勤・在学者（主に子育て中の方）、1 8人　※オンライ
ン（当日生配信）受講は 100人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っている方）
申込 1 1月5日（金）午前8時30分～、氏名、電話、対象（在住・在
勤・在学）、年代、講座名、受講方法を記入して、QRコードの申込
フォームまたはメール（kyo-syogaigaku@city.toda.saita
ma.jp）、電話、FAX（432-99 10）で 　※費用無料、申込順。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308）

自分のことが後回しになりやすい育児中だからこそ知っておきたい、自分も子
どもも大切にするコツを学びます。 ※応用編は、基礎編の内容を踏まえて進め
ていきます。どちらか 1回のみの受講も可能ですが、連続受講をおすすめします

回 とき 内容 講師

1 12月1 1日（土）「マインドフルネスと瞑想を知る　基礎編」
ヨガ・瞑想インストラクター
齋
さい

藤
とう

 里
さと

美
み

さん

2 12月18日（土）「マインドフルネスを子育てに活かす　応用編」
公認心理師・臨床心理士
杉
すぎ

山
やま

 風
ふ

輝
き

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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 新曽南多世代交流館（さくらパル）　229-
1061

オンライン国際ボランティア研修会（英語）
とき 1 2月4日（土）、午後4時～5時30分
内容 私のお勧めスポット紹介～Top To
urist Spots in Japan
講師 ブルーライオン イングリッシュ講
師 ヴァーミー ロンジー デウスさん
対象・定員 中学生以上、15人
申込 1 1月27日（土）までに、
申込フォームで　※申込順

 国際交流協会　434 -5690

プチ講座～いやいやといらいらについて～
とき 1 1月10日（水）、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 1 1月7日（日）～電話で　※費用無料。
申込順

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

【市民大学認定講座】『ぐっすり快眠』を
目指す！ 簡単おうち薬膳とセルフケア

内容 「おうちでできる薬膳」とセルフケア
の方法
とき 12月4日（土）、午前 10時30分～正午
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、先着20人
費用 500円（テキスト代・保険料含む）
申込 1 1月6日（土）午前 10時～28日（日）
午後 7時に、QRコードまたは
電話で　※詳しくはホームペ
ージやチラシをご覧ください

 さくらパル　229-1061

身体障害者サロン活動「健康棒
体操及びレクリエーション」

とき 12月17日（金）、令和4年1月21日（金）、
午前 10時～1 1時 15分
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 古

ふる
谷
や

 恭
きょう
子
こ
さん

対象・定員 身体障害者、10人　
申込 1 2月 1 6日（木）まで　※費用無料。
申込順、電話可。手話通訳や要約筆記を
必要とする方は、事前にＦＡＸ（441 -
5031）などでお知らせください

 心身障害者福祉センター　445-1828
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 1／4、1 2／2の
毎月第１木曜日
1 3：00～ 1 6：00

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

年越しそば
打ち講座

1 2／ 10（金）
10：00～ 1 2：00
12／ 1 1（土）
10：00～ 1 2：00
※いずれか１回の参加

年越しそば打ちについて
学ぶ（試食なし、持ち帰
り容器持参） 市内在住・在勤・

在学者、8人

1 ,250円
支払期日 1 1／26
（金） 1 1／ 1 2（金）

8：30～

うどん
打ち講座

1 2／25（土） 
10：00～ 1 2：00

うどんのつくり方につい
て学ぶ（試食なし、持ち
帰り容器持参）

1 ,000円
支払期日 1 2／ 10
（金）

下
戸
田

スマホ・
パソコン
質問コーナー

1 1／ 1 3、1 2／ 1 1の
毎月第2土曜日
1 3：00～ 1 6：00

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
絵本の読み
聞かせ広場

1 1／30（火）、1 2／2 1（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

手打ち
そば作り

1 2／4（土）、1 2／ 19（日）
10：00～ 1 2：30
（全2回）

初日は基本の「二八そ
ば」、2日目は応用で「茶
そば」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、6人

2,100円
（材料費、保険料）

1 1／4（木）
午前 1 0時～
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5

スマホ入門・
体験コース

1 2／8（水） 
1 3：00～ 1 6：00

Androidスマートフォ
ンを実際に使いながら、
基本的な使い方を学ぶス
マホ体験講座
（スマートフォンは用意し
ます）

市内在住・在勤・
在学者、10人

500円
（教材費）

1 1／ 1 1（木）
午前 1 0時～
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5

新
曽

スマホ・
パソコン
質問コーナー

1 1／2 1、1 2／ 19の
毎月第3日曜日 
1 3：00～ 1 6：00

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

親子デコレー
ションケーキ
作り講座

1 2／25（土） 
1 3：00～ 1 5：30

クリスマスケーキを親子
で協力しながらつくる
※試食なし（持ち帰り）

市内在住の小学
生とその保護者、
4組（8人）

1 ,900円
（材料費、保険料）

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

フラワーアレ
ンジメント講
座

1 2／26（日） 
10：00～ 1 1：30

お正月向けフラワーアレ
ンジをつくる

市内在住・在勤・
在学者、10人
※託児（１歳児～
未就学児）あり、
先着8人

2,550円
（材料費、保険料）

1 1／ 1 2（金）
10：00～ 1 7： 1 5
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5
※託児希望者は 1 1／
26（金）までに要申込

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

パスポートで巡るあ
いパルマルシェ&こ
どもランド

1 2／4（土）
10：00～ 16：00

おとなが楽しめる手づくり体験・販売
コーナーとゲーム・クイズコーナー 市民 入場料（90分）

100円

1 1／5（金）～　
※申込順、
電話可

ヴァイオリンと一緒に
リトミックA・B

1 2／ 16（木） 
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

オンライン　やさし
いTOEIC®
L&Rテスト入門講座

1 2／ 1 1、1 8、25、
1／8、1 5、22、29、
2／5、1 2、19の土曜日　
※ 1／ 1（土）を除く 
10：00～ 1 2：00

TOEIC®受験初心者（取得スコア目標
500点程度の方）を対象に、TOEIC®
の特徴・出題傾向を知り、スコア取得
に必要な英語力・Listening&Read 
ingを学ぶ

市民、15人
1 5 ,000円
※別途テキスト
代

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

自宅で簡単にできる
ストレッチ・筋トレ
講座

1 1／26（金）
1 4：00～
1 5：00

3階
セミナー
ルーム
302

コロナ禍でも健康な生
活を送るために、日常
的に自宅でできるトレ
ーニングを実践する

市内在住・
在勤者、
16人

無料 運動のできる服装、
タオル、飲み物

福祉保健センタ
ー　成人保健担
当　保健師

11／2（火）～
2 1（日）

クリスマスリース
を手作りしよう

1 1／28（日）
1 0：30～
1 2：00

2階
アトリエ

自分でつくったオリジ
ナルのリースを、お家
に飾ってクリスマスを
楽しむ

市内在住の
小学3年生
以上の児童 
・生徒、8人

1 ,000円 タオル、飲み物、持
ち帰り用の袋

フラワー検定技能
士　
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ
さん

11／2（火）～
22（月）

ポーセラーツでお正
月の器を作ろう

1 2／5（日）
1 0：00～
1 2：00

2階
アトリエ

転写シールを使って、
2皿セットの陶磁器に
おしゃれな絵付けを楽
しむ

市内在住・
在勤者（高
校生以上）、
9人

1 ,800円
タオル、飲み物、
持ち帰り用の袋、
ポケットティッシ
ュ

ポーセリンエキス
パート
須
す
山
やま

 梅
うめ
子
こ
さん

1 1／3（祝・水）
～29（月）

お正月向けギャザ
リング寄せ植え教
室

1 2／ 1 1（土）
1 3：30～
1 5：30

１階
多目的ホ
ール

新たな年を迎えるにあ
たり、花を通して心の
癒しとコミュニケーシ
ョンの輪を広げる

市内在住・
在勤者、25
人

2,000円 エプロン・シャベ
ル

フラワーコーディ
ネーター
水
みず
谷
たに

 由
ゆ
佳
か
さん

1 1／3（祝・水）
～12／6（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

ホームページ作成 1 2／8（水）～ 1 0（金）
1 8：00～20：00

パソコン
ルーム

ホームページ作成・公開ま
での基礎を学びたい方

市内在住・
在勤者、
7人

3,000円

1 1／2（火）～
25（木）
※申込順、電話可。
希望者2人以下のコ
ースは中止

◆パソコン講習会

18

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ
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身体障害者サロン活動「健康棒
体操及びレクリエーション」

とき 12月17日（金）、令和4年1月21日（金）、
午前 10時～1 1時 15分
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 古

ふる
谷
や

 恭
きょう
子
こ
さん

対象・定員 身体障害者、10人　
申込 1 2月 1 6日（木）まで　※費用無料。
申込順、電話可。手話通訳や要約筆記を
必要とする方は、事前にＦＡＸ（441 -
5031）などでお知らせください

 心身障害者福祉センター　445-1828
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 1／4、1 2／2の
毎月第１木曜日
1 3：00～ 1 6：00

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

年越しそば
打ち講座

1 2／ 10（金）
10：00～ 1 2：00
12／ 1 1（土）
10：00～ 1 2：00
※いずれか１回の参加

年越しそば打ちについて
学ぶ（試食なし、持ち帰
り容器持参） 市内在住・在勤・

在学者、8人

1 ,250円
支払期日 1 1／26
（金） 1 1／ 1 2（金）

8：30～

うどん
打ち講座

1 2／25（土） 
10：00～ 1 2：00

うどんのつくり方につい
て学ぶ（試食なし、持ち
帰り容器持参）

1 ,000円
支払期日 1 2／ 10
（金）

下
戸
田

スマホ・
パソコン
質問コーナー

1 1／ 1 3、1 2／ 1 1の
毎月第2土曜日
1 3：00～ 1 6：00

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
絵本の読み
聞かせ広場

1 1／30（火）、1 2／2 1（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

手打ち
そば作り

1 2／4（土）、1 2／ 19（日）
10：00～ 1 2：30
（全2回）

初日は基本の「二八そ
ば」、2日目は応用で「茶
そば」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、6人

2,100円
（材料費、保険料）

1 1／4（木）
午前 1 0時～
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5

スマホ入門・
体験コース

1 2／8（水） 
1 3：00～ 1 6：00

Androidスマートフォ
ンを実際に使いながら、
基本的な使い方を学ぶス
マホ体験講座
（スマートフォンは用意し
ます）

市内在住・在勤・
在学者、10人

500円
（教材費）

1 1／ 1 1（木）
午前 1 0時～
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5

新
曽

スマホ・
パソコン
質問コーナー

1 1／2 1、1 2／ 19の
毎月第3日曜日 
1 3：00～ 1 6：00

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

親子デコレー
ションケーキ
作り講座

1 2／25（土） 
1 3：00～ 1 5：30

クリスマスケーキを親子
で協力しながらつくる
※試食なし（持ち帰り）

市内在住の小学
生とその保護者、
4組（8人）

1 ,900円
（材料費、保険料）

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

フラワーアレ
ンジメント講
座

1 2／26（日） 
10：00～ 1 1：30

お正月向けフラワーアレ
ンジをつくる

市内在住・在勤・
在学者、10人
※託児（１歳児～
未就学児）あり、
先着8人

2,550円
（材料費、保険料）

1 1／ 1 2（金）
10：00～ 1 7： 1 5
翌日以降は、
8：30～ 1 7： 1 5
※託児希望者は 1 1／
26（金）までに要申込

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

パスポートで巡るあ
いパルマルシェ&こ
どもランド

1 2／4（土）
10：00～ 16：00

おとなが楽しめる手づくり体験・販売
コーナーとゲーム・クイズコーナー 市民 入場料（90分）

100円

1 1／5（金）～　
※申込順、
電話可

ヴァイオリンと一緒に
リトミックA・B

1 2／ 16（木） 
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

オンライン　やさし
いTOEIC®
L&Rテスト入門講座

1 2／ 1 1、1 8、25、
1／8、1 5、22、29、
2／5、1 2、19の土曜日　
※ 1／ 1（土）を除く 
10：00～ 1 2：00

TOEIC®受験初心者（取得スコア目標
500点程度の方）を対象に、TOEIC®
の特徴・出題傾向を知り、スコア取得
に必要な英語力・Listening&Read 
ingを学ぶ

市民、15人
1 5 ,000円
※別途テキスト
代

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

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

自宅で簡単にできる
ストレッチ・筋トレ
講座

1 1／26（金）
1 4：00～
1 5：00

3階
セミナー
ルーム
302

コロナ禍でも健康な生
活を送るために、日常
的に自宅でできるトレ
ーニングを実践する

市内在住・
在勤者、
16人

無料 運動のできる服装、
タオル、飲み物

福祉保健センタ
ー　成人保健担
当　保健師

11／2（火）～
2 1（日）

クリスマスリース
を手作りしよう

1 1／28（日）
1 0：30～
1 2：00

2階
アトリエ

自分でつくったオリジ
ナルのリースを、お家
に飾ってクリスマスを
楽しむ

市内在住の
小学3年生
以上の児童 
・生徒、8人

1 ,000円 タオル、飲み物、持
ち帰り用の袋

フラワー検定技能
士　
坂
さか
口
ぐち

 利
り
恵
え
子
こ
さん

11／2（火）～
22（月）

ポーセラーツでお正
月の器を作ろう

1 2／5（日）
1 0：00～
1 2：00

2階
アトリエ

転写シールを使って、
2皿セットの陶磁器に
おしゃれな絵付けを楽
しむ

市内在住・
在勤者（高
校生以上）、
9人

1 ,800円
タオル、飲み物、
持ち帰り用の袋、
ポケットティッシ
ュ

ポーセリンエキス
パート
須
す
山
やま

 梅
うめ
子
こ
さん

1 1／3（祝・水）
～29（月）

お正月向けギャザ
リング寄せ植え教
室

1 2／ 1 1（土）
1 3：30～
1 5：30

１階
多目的ホ
ール

新たな年を迎えるにあ
たり、花を通して心の
癒しとコミュニケーシ
ョンの輪を広げる

市内在住・
在勤者、25
人

2,000円 エプロン・シャベ
ル

フラワーコーディ
ネーター
水
みず
谷
たに

 由
ゆ
佳
か
さん

1 1／3（祝・水）
～12／6（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

ホームページ作成 1 2／8（水）～ 1 0（金）
1 8：00～20：00

パソコン
ルーム

ホームページ作成・公開ま
での基礎を学びたい方

市内在住・
在勤者、
7人

3,000円

1 1／2（火）～
25（木）
※申込順、電話可。
希望者2人以下のコ
ースは中止

※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

19

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ
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