
お 知 ら せ

令和4年賀詞交歓会の中止
例年 1月に開催している賀詞交歓会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止します。

 市長公室（内線434）

令和3年度子育て世帯への臨時
特別給付（先行給付金）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た子育て世帯へ、臨時・特別の一時金を
支給します。申請書は順次郵送します。
令和3年9月分の児童手当支給対象者に
は、1 2月 16日付けで支給しています。
詳しくは市ホームページをご
覧ください。
支給内容 1 8歳以下の児童の

保護者に対し、対象児童 1人につき5万
円　※申請が必要

 こども家庭支援室（内線481）

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
窓口で証明書を取得してください。
とき 1月 19日（水）、終日　※予定

 市民課（内線205）

さくらパル・国際交流協会臨時休館
設備修繕のため、新曽南多世代交流館
（さくらパル）と国際交流協会（TIFA）が
臨時休館します。
とき 1月 1 5日（土）～ 16日（日）

 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061／国際交流協会  434-5690

スポーツ施設予約端末機の停止
市本庁舎が停電するため、本庁舎の端末
機が停止します。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22日（土）、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）

3キュー子育てチケットの申請
第3子以降が生まれた世帯に、子育てサ
ービスに利用できる「3キュー子育てチ
ケット」を配布しています。
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
に限ります
申請期限 第3子以降の子どもの出生年の
翌年6月30日
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（県5万円、市3万円）
申請 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）

就学援助・新入学児童生徒学用品費
（新小・中学1年生）の入学前支給

「新入学学用品費」は、入学前の2月末に
支給を行います。
対象 4月から市内小・中学校の新 1年生
になる子がおり、経済的な事情で就学準
備が困難な市内在住者、または2月 1日
現在、すでに就学援助（準要保護）の適
用を受けている小学6年生の保護者　
※他自治体で受給している方は対象外
申込 1月7日（金）から市内小学校および
学務課で配布する申請書を、1月31日
（月）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。すでに援助を受けている小学6年生
は手続き不要

 学務課（内線303）

償却資産申告
1月 1日時点で、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（月）

 税務課（内線281）

固定資産（土地・家屋）の利用
状況変更に伴う申告

事務所を住宅にした、土地の使い方を変
えた、未登記の家屋を取り壊したなど、
お持ちの固定資産に変化があ
った場合は、申告をお願いし
ます。

 税務課（内線201）

国民年金への加入
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）

確定申告会場
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告
会場を開設します。　※贈与税は、2月
1日（火）以降、申告相談を受け付けます
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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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とき ① 1月4日（火）～20日（木）、西川
口税務署本館  ② 1月2 1日（金）～2月 1 5
日（火）、西川口税務署別館（同署敷地
内）、午前8時30分～午後4時  ※土・日
曜日、祝日を除く
◆入場には、当日配付または国税庁LINE
公式アカウントから事前に取得した入場
整理券が必要です。
感染症対策を実施の上、お越しください。
咳・発熱などの症状のある方は入場をお
断りします。午後4時前に相談受付を終
了する場合があります。2月 16日（水）～
3月 1 5日（火）の間は、SKIPシティ会場
で申告相談を行います。混雑緩和のため
還付申告の方は、1月4日（火）～2月 1 5
日（火）の間に西川口税務署申告会場へ来
場してください。

 西川口税務署　048 -253-4061

荒川図画コンクール展示会
とき 1月25日（火）～2月4日（金）
ところ 市役所2階　ロビー
内容 荒川図画コンクール入賞作品のう
ち、特選・戸田市賞などの72点（入選・
佳作を除く）を展示します。入賞作品は
荒川上流河川事務所ホームページからも
閲覧できます。

 荒川図画コンクール実行委
員会事務局［荒川上流河川事
務所調査課内]　049-246-6360

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

 まちづくり推進課（内線334）

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、「♯9 1 10」を利用して
ください。

 蕨警察署　048 -444 -01 10

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。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

ダイオキシン類濃度の測定結果
3炉ある焼却炉の排ガス中のダイオキシ
ン類濃度は法律で定める基準値 （5ng‐
TEQ/N㎥以下）を大幅に下回っていま
す。引き続きごみの分別について、ご理
解とご協力をお願いします。

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2年度） 3炉平均 0.35

法規制
基準値
5以下測定結果

（令和3年度）

Ａ号炉 0.0082

Ｂ号炉 0.0040

Ｃ号炉 0.1 4

3炉平均 0.051

 蕨戸田衛生センター組合  施設課　
42 1 -2802

特定最低賃金改正
令和3年 1 2月 1日から、非鉄金属製造業、
電子部品等製造業、輸送用機械器具製造
業、光学機械器具等製造業、自動車小売
業の最低賃金の時間額が改正されました。
詳しくはお問い合わせください。

 埼玉労働局労働基準部賃金室　048 -
600-6205

令和4年度蕨戸田衛生センター組合
指名競争入札参加資格追加申請受付

内容 物品・建設工事など
申請受付期間 1月1 1日（火）～2月9日（水）
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

ノロウイルスによる食中毒の予防
ノロウイルスの食中毒予防には石鹸洗い
10秒とすすぎ 1 5秒を2回繰り返す、手
の「2度洗い」が効果的です。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

《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、1月31日（月）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 2月6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（無償でのやり取り）
姿見、祝い着セット（3歳、女児）、
子ども服（女児、80サイズ）、離乳
食テーブル・イス、テレビ台、ダイ
ニングテーブル、自転車用子ども乗
せシート（前用）、敷パット、シュー
キーパー、電子ピアノ、茶箱、つえ（3
点支持タイプ・腕支持タイプ）
● ゆずってください
パソコン、車椅子、プランター、子
ども服（男児、100センチ以上）、剣
道防具一式（中学生用）、ベビーベ
ッド
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
天体観察会
とき 1月22日（土）、2月 19日（土）、午
後6時～7時　※ 1回のみの参加可
ところ 芦原小学校集会室  ※駐車場なし
内容 映像による星空解説、校庭での星
の観察　※曇雨天時は星の話など
講師 星空案内人とだ
対象・定員 市民、20人　※小学生以下
は保護者同伴
持ち物 筆記用具、マスク、スリッパ

※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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申込 1月1 7日（月）までに参加日、参加者
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、メー
ルアドレスを記載し、電子メール（toda 
nohoshi@brownyak90.sakura.
ne.jp）で　※費用無料。申込順

 生涯学習課（内線308）

わくわくファミリーコンサートとだ
とき 1月23日（日）、午前 1 1時30分～
午後0時 1 5分　※開場：午前 1 1時
ところ 新曽福祉センター3階　ホール
内容 プロによる本格的な演奏を、誰で
も気軽に楽しめる演奏会
講師 Everly（エバリー）
対象・定員 市民、100人  ※費用無料、
先着順、託児なし
申込 1月4日（火）午前 10時～ 1 3日（木）
午後5時までに、イベント名、代表者氏
名、電話番号、メールアドレス、参加人
数、参加者全員の年代（児童生徒は学年、
未就学児は年齢）を記載の上、電子メー
ル（niizo-kouminkan@city.toda.
saitama.jp）または市ホームページの
申込フォームで

 新曽公民館（新曽福祉センター）  445- 
1 81 1

平和事業～映画「夕凪の街　桜
の国」無料上映会～

とき 1月29日（土）、午後 1時～3時
ところ 文化会館　301会議室
内容 広島原爆投下後、2つの時代に生き
る2人の女性をとおして、現在までに至
る原爆の影響が描かれます。
定員 46人程度　※費用無料、先着順
申込 1月 1 7日（月）までに、参加者全員
の氏名、代表者の住所・電話番号を電話
か電子メール（hisyo@city.toda.sai 
tama.jp）で市長公室へ

 市長公室（内線418）

戸田ヶ原さくらそう植え付け
イベント2022

イベントには「とだみちゃん」も登場予定
で、参加者プレゼントもあります。
とき 2月 1 3日（日）、午前 10時～正午　
※雨天時は2月20日（日）に順延
ところ 彩湖・道満グリーンパーク内　戸
田ヶ原サクラソウ園
定員 50人　※先着順
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8日（火）までに氏名、電話番号
を記載して、電子メール（midori-koen 
@city.toda.saitama.jp）または電話で

 みどり公園課（内線319）

子育てサロン
◆アラフォーママサロン
とき 1月24日（月）、午前10時～1 1時30分
ところ 戸田第一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
◆幼稚園のあれこれおしゃべり会～来春
入園予定の方、入園を考えている方向け～
とき 1月26日（水）、午前 10時～ 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 0～3歳までの子とその保護
者、5組

申込 1月4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）

映画「咲む」戸田市上映会
とき 1月 16日（日）、①午前 10時 10分
～午後0時 10分、②午後 1時20分～3
時20分
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）3階　ホール
定員 各回50人　※先着順、申込制
費用 高校生以上：1 ,200円、小・中学生：
500円　※未就学児無料
申込 FAX（441 -4709）、電子メール
（kazuki_ galaxy@yahoo.co.jp／
y.lavender@nifty.com）で

 手話通訳問題研究会　TEL・FAX 
441 -4709

「田島ケ原サクラソウ自生地」で
草焼きの実施

サクラソウの芽吹きを促進するため、草
焼きを実施します。煙や降灰の発生が予
想されますが、貴重な文化財の保護のた
め、ご理解ください。
とき 1月 1 2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、翌日以降に延期する場合
や、途中で中断し数日に分けて実施する
場合もあります

 さいたま市教育委員会  文化財保護課　
048 -829-1 723

第48回新春市民ハイキング
とき 1月30日（日）
ところ 長瀞アルプス・宝登山　※集合 
午前6時40分：戸田公園駅、午前9時：
秩父線野上駅
費用 100円、交通費実費
対象 4時間程度の歩行ができる方
説明会 1月25日（火）午後7時～新曽福
祉センターで　※電話で申し込み後、説
明会に参加してください

 市ハイキング連盟  熊木  442-2227

募 集
パブリック・コメント
以下の内容について広く市民の皆さんか
ら意見を募集します。
①戸田市バリアフリー基本構想（案）
市では、バリアフリー推進のために、戸
田市バリアフリー基本構想を策定します。
募集期間 1月5日（水）～2月4日（金）
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、郵便、
FAX（433-2200）、電子メール（mati 
dukuri＠city.toda.saitama.jp）で
②戸田市無電柱化推進計画（案）
市では、防災機能の強化や安全で円滑な
交通環境の確保に向けて、戸田市無電柱
化推進計画を策定します。
募集期間 1月5日（水）～2月4日（金）
担当課 都市交通課（内線312）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
FAX（433-2200）、電子メール（tosi-
kotsu@city.toda.saitama.jp）で
③戸田市災害廃棄物処理計画（案）
市では、災害時に発生する廃棄物の適正
かつ円滑な処理のため、戸田市災害廃棄
物処理計画を策定します。
募集期間 1月 1 8日（火）～2月 16日（水）
担当課 環境課（内線390）
提出方法 資料公開場所への持参、郵送、
ＦＡＸ（433‐2200）、電子メール（kan 
kyo@city.toda.saitama.jp）で
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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）　※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

 行政管理課（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

国公立の高等学校や高等専門学校で学ぶ
生徒の教科書代や学用品、学校外活動に
かかる費用の一部を給付します。
募集人数 1 2人以内
給付額 月額 15,000円（年額 180,000円）
対象 生活保護世帯、市町村民税所得割
非課税世帯または保護者が就学援助を受
けている方で、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（火）～ 1 5日（火）　※申請
書は 1月 1 1日（火）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 1 4日（金）～2月4日（金）　
※留学する日の 1年前から申込可。申請
書は 1月4日（火）から配布。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305）

青少年の居場所スタッフ
子どもたちと遊んだり、見守りをしたり
するスタッフを募集します。
とき 平日、午後3時30分～7時30分　
※シフト制
ところ 新曽福祉センター、東部福祉セン
ター、心身障害者福祉センター、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）
対象 青少年健全育成に関心のある 1 8～

30歳程度までの方
謝礼 1時間あたり 1 ,000円
申込 電話または電子メール（jidoseisyo 
nen@city.toda.saitama.jp）で

 児童青少年課（内線669）

市内小・中学校会計年度任用職員
◆教育支援補助員　
業務内容 ①特別支援学級での生活およ
び授業の補助　②肢体不自由児の支援　
③通常学級での児童への支援　
募集人数 ①20人程度　②3人程度　③
1 2人程度
資格 学校教育に理解があり、障害のあ
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
賃金 時給 1 ,2 10円（予定）
◆事務職
業務内容 教頭サポート
募集人数 2人程度
資格 パソコン業務ができる方
賃金 時給980円（予定）

任用期間 4月 1日～令和5年3月31日
（うち勤務日数203日　※応相談）
勤務時間 週5日、1日5時間
勤務場所 市内小・中学校
申込 1月7日（金）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（面談日程・結
果等通知用）を学務課へ持参　※郵送不
可。1月20日（木）～27日（木）の間に面
接をします

 学務課（内線303）

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

2／ 1 9
（土）

10：00～
1 1：30、
1 4：30～
1 6：00

ボランティア・
市民活動支援
センター

講習会
（協力会
員のみ）

2／ 1 5
（火）

9：30～
1 2：30 市役所5階

大会議室C2／22
（火）

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、祝日は休業日。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

シルバー人材センター入会説明会
とき ① 1月5日（水）、午後2時～4時　
 ② 1月6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 1 5人程度　
申込 電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

市社会福祉協議会 パート職員
募集人数 1人
職種 地域包括支援センター業務
資格 介護支援専門員
雇用期間 2月 1日～3月31日（勤務成績
により更新あり）
勤務日 原則月～金曜日（週5日）
勤務時間 午前8時30分～午後4時（休憩
1時間）
賃金 時給 1 ,830円　※賞与あり
加入保険 雇用保険、労災保険
申込 1月 1 7日（月）午後5時までに新曽
地域包括支援センター（新曽南庁舎4階）
に持参
受付時間 平日、午前8時30分～午後5時
選考方法 書類審査および面接審査

 市社会福祉協議会　446-6767

講 室座 ・ 教
就職支援セミナー・面接対策セ
ミナー

とき 1月24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 就職活動における面接の対策
講師 キャリアプラザ埼玉  小

こ
泉
いずみ

 孝
たか
幸
ゆき
さん

対象・定員 求職中の方、1 2人
申込 1月4日（火）～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）

【市民大学認定講座】
緑化研修会「生きものと親しむ緑」

とき 1月27日（木）、午後2時～3時40分
ところ 市役所5階　大会議室A
内容 都市にも生息する生きものを題材
に緑の大切さを学び、緑化や緑の保全に
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ついて理解を深める
講師 株式会社地域環境計画　宮

みや
畑
はた

 貴
たか
之
ゆき

さん、阿
あ
部
べ

 まゆ子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
10人　※費用無料。申込順
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っ
ている方）
申込 1月24日（月）までに、氏名、電話
番号、対象（在住、在勤、在学）を記載し
て、電子メール（midori-koen@city. 
toda.saitama.jp）または電話で

 みどり公園課（内線319）

戸田市/ハローワーク共催
「保育のお仕事面接会＆説明会」

とき 2月6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、
諸制度説明など
参加法人 市内保育園運営12法人参加予定
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
持ち物 ハローワークに登録がある方は、
ハローワークカードを持参
申込 ミニセミナーは事前予約制（先着順
20人）。詳しくはハローワーク川口、市
ホームページをご覧ください　※費用無
料。面接会のみ参加の場合は申込不要

 保育幼稚園課（内線276）

起業実務手引きセミナー
とき 1月 1 2日（水）、午後6時30分～8
時30分
ところ 市商工会館　会議室
内容 起業に向けての各種実務や手続き
をわかりやすく解説
講師 創業・ベンチャー支援センター埼
玉  開業アドバイザー  望

もち
月
づき

 由
ゆ
美
み
子
こ
さん

対象・定員 具体的に起業に着手したい方、
起業前後の各種手続きを確認したい方、
30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）

女性向け起業支援セミナー
とき ① 1月 1 8日（火）　② 1月25日（火）
（全2回）、午前9時30分～ 1 1時30分

ところ 市商工会館　会議室
内容 趣味や特技、社会課題からの起業
講師 株式会社ウィルパートナーズ　辺

へん

見
み

 香
か
織
おり
さん

対象・定員 起業している女性、起業内
容が決まっている女性で、2回とも参加
できる方、20人　※市民優先。託児は3
人まで受付（6カ月～未就学まで）
申込 市ホームページの申込フォームで　
※費用無料。申込順、託児は
10日前までに要申込

 経済戦略室（内線398）

プチ講座～生活リズムについて～
とき 1月20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 1月 1 7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

【市民大学認定講座】
◆とだ学「彩湖から読み解く戸田の防災」
彩湖自然学習センター（みどりパル）の展
示室を見学しながら、荒川の治水対策の
歴史や、防災・減災対策について学びます。
とき 2月5日（土）、午後2時～3時30分
ところ 彩湖自然学習センター（みどりパ
ル）
講師 荒川上流河川事務所　管理課長 高

たか

橋
はし

 武
たけ
正
まさ
さん

対象・定員 市内在住・在勤・
在学者、1 5人　
◆生涯学習サポーター養成講座「観光で
読み解く戸田のまちづくり」
講師陣の対談やワークショップを通して、
観光の視点から「まちづくり」を考えます。
とき 2月 19日（土）、午後2時～4時
ところ 市役所5階　大会議室
講師 目白大学 社会学部教授　大

おお
西
にし

 律
りつ
子
こ

さん、准教授 高
たか
久
く

 聡
さと
司
し
さん

対象・定員 市内在住・在勤・
在学者、1 5人

持ち物 筆記用具、市民大学受講票（持っ
ている方）
認定単位数 1単位
申込 1月5日（水）午前8時30分～、氏名、
電話番号、対象（在住・在勤・在学）、年

代、講座名を明記の上、QRコードの申
込フォームまたは電話、FAX（432-
9910）、電子メール（kyo-syogaigaku 
@city.toda.saitama.jp）で  ※費用
無料、申込順

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内
線308）

紙コップインスタレーション
内容 紙コップで空間アートをつくる
とき 1月29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・定員 4歳以上の市民、30人（小学
3年生までは保護者同伴）　※先着順
費用 1人300円（保険料含む）
申込 1月6日（木）午前 10時～27日（木）
午後7時までに、QRコードで 
※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

市民活動団体向け専門講座
「助成金を知ろう！」

とき 2月6日（日）、20日（日）、午後 1時
30分～3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 助成金を獲得するためのノウハウ
を学ぶ
講師 NPO法人ふうせん  代表理事  園

その

川
かわ

 泰
やす
子
こ
さん

対象・定員 市内で活動する市民活動団
体会員、5人　※申込順
費用 500円
申込 氏名、電話番号を電話、電子メー
ル（toma to - s t a f f@toda s im in .
net）で

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 -4444

ひとり親のためのパソコン教室
とき 1月30日（日）、31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
中央区新都心2－2）
内容 仕事に役立つエクセル関数講座　
初級・中級編
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）　
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※託児あり（未就学児）、保育料無料
費用 800円（教材費）
申込 1月 1 7日（月）必着で、電子メール
（info@saiboren.or.jp）または往復
はがき（さいたま市浦和区北浦和5-6-5　
埼玉県母子寡婦福祉連合会宛）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
 
体操ボランティア入門講座
～心身障害児者の活動をサポート
するボランティアの養成～

とき ①2月4日（金）、午後6時 1 5分～7
時30分  ②2月18日（金）、午後6時 15分
～7時 1 5分　③2月25日（金）、午後5時
30分～8時（全3回）
ところ 心身障害者福祉センター3階　集
会室ほか
内容 講義「知的障害者の特性を知る」、
ボランティア活動体験など
対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤者、

10人
申込 2月2日（水）まで　※費用無料。申
込順、電話可

 心身障害者福祉センター  445-1828

料理講座（心身障害者対象）
とき 2月 1 3日（日）、午前 10時～ 1 1時
30分
ところ 心身障害者福祉センター2階　料
理実習室
内容 料理の入門
対象・定員 心身障害者、5人
費用 500円
申込 1月9日（日）～受付開始　※申込順、
電話、ＦＡＸ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

家族介護教室　「リハビリについて」
とき 1月25日（火）、午後2時～3時
ところ 障がい者（児）施設　にじの杜2階　

会議室
内容 頭と体を使った体操を体験
申込 1月24日（月）まで　※費用無料

 中央居宅介護支援センター　432-
9844

令和3年度在宅医療講演会（戸田市・
蕨市・川口市・南部保健所共催事業）

とき 2月 1 7日（木）、午後2時～3時45分　
※受付：午後 1時30分～
ところ 蕨市立文化ホールくるる3階　多
目的ホール
内容 「人生会議ってなに？」
講師 金山町たたら内科（川口市）　院長　
長
なが
江
え

 厚
あつし
さん

定員 50人　※費用無料。申込順
申込 1月6日（木）～蕨市介護保険室へ電
話または電子メール（kaigo@city.wa 
rabi.saitama.jp）で

 蕨市介護保険室　048 -433-7756

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

1／6（木）、2／3（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

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

1／8（土）、2／ 1 2（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

絵本の
読み聞かせ広場

1／25（火）、2／22（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

Windows10
入門講座

2／9（水）、2／ 10（木） 
9：00～ 1 2：00

Windows10の基本操作
や機能を学ぶ

市内在住・在勤・ 
在学者、10人

1 ,100円 
（材料費）

1／ 1 2（水）
10：00～ 1 7：1 5
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／ 16（日）、2／20（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

子ども料理教室 2／ 1 2（土） 
10：00～ 1 2：00

チョコ好き集まれ！
～チョコレートのお菓子
をつくろう～（館内飲食、
試食なし）

市内在住の小学 1
～3年生、8人

900円 
（材料費、保険料）

1／ 1 2（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　〇1／12（水）に限り、受付
を窓口優先とします
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18

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
1／7（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
1／5（水）、8（土）、
1 2（水）、1 5（土）、
19（水）、26（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
1／22（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
1／8（土） 
10：30～ 1 1：35 
※受付／ 10：1 5～

『ダンボ』（62分） 児童または一般、
1 5人

託児サービス

1／6、1 3、20、27 
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

親子で楽しむ
絵本時間
～絵本は読むだけじ
ゃあもったいない！
絵本で遊ぼう～

1／22（土） 
10：30～ 1 2：00 
※受付／ 10：00～

絵本講師が、0歳から未就学
児へのわらべうた絵本や、子
どもが喜ぶ絵本を紹介
カラペハリエで絵本を借りる
ときに使えるバッグづくりを
体験

未就学児とその保
護者、10組（20人）
※イベント時の託
児は、生後6カ月
～小学校就学前の
子6人

視聴覚室 
※託児は
講座室

1／6（木）
9：00～ 
電話のみ、申込順

データベース
活用講座
～ヨミダス歴史館編
～

1／29（土） 
1 4：00～ 1 5：30 
※開場／ 1 3：30～

図書館で閲覧できるデータベ
ースの活用方法を紹介する 一般、1 2人 視聴覚室

1／7（金） 
9：00～ 
電話のみ、申込順

上
戸
田
分
館

大人の
パルシアター

1／9（日） 
1 3：30～ 1 4：10

上映作品
『綾小路きみまろ  爆笑！エ
キサイトライブ 1』

誰でも、16人

無料

研修室
（あいパル
3階）

受付中

パルシアター 1／9（日） 
1 4：30～ 1 5：00

上映作品
『トムとジェリー2』

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

1／4、1 1、1 8、25
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）

当日先着順赤ちゃんおはなし会 1／ 1 4（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）

かみとだおはなし会
（小学生向け）

1／ 16（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

おうちで
絵本ひろば

1／22（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） 1／5（水）～ 

申込順、電話可
みんなで
パルるんひろば

1／28（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、
5組（10人）

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 3（日） 
10：00～ 1 2：00

彩湖に飛来した冬鳥を講師と
一緒に徒歩で観察する

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 3（木）～ 
電話のみ、申込順

竹を使った
ものづくり

2／20（日） 
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（木）～ 
電話のみ、申込順

天球儀づくり 2／27（日） 
10：00～ 1 2：00

たくさんの星座の並び方がと
ても分かりやすい模型をつく
る

誰でも（小学２年
生以下保護者同
伴）、20人

1／27（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
　（みどりパル） 

 422-999 1 10：00～ 16：30



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

無農薬有機栽培のそ
ば粉でそばを打って
みよう

１／29（土） 
1 3：00～
16：00

2階 
キッチン
スタジオ
ほか

無農薬有機栽培のそば
粉を使って、越後のそ
ば打ち名人から打ち方
を学ぶ

市内在住・
在勤者、
20人

1 ,500円 エプロン、タオル、
三角巾 高

たか

波
なみ

 敏
とし

日
ひ

子
こ

さん 1／7（金）～
24（月）

室内で楽しく
カローリング

2／ 1 7（木） 
1 4：00～
16：00

１階 
多目的
ホール

氷上スポーツのカーリ
ングの醍醐味を、室内
ゲームで気軽に体を動
かし楽しむ

市内在住・
在勤者、
20人

無料 上履き、タオル、
飲み物

戸田市レクリエ
ーション協会の
皆さん

1／7（金）～
2／12（土）

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 Point2013 2／ 10、1 7、24の木曜日
10：00～ 1 2：00 パソコン

ルーム

パワーポイント機能を使い
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

1／6（木）～
26（水）
※申込順、電話可。
希望者が2人以下の
コースは中止ホームページ作成 2／ 16（水）～ 1 8（金）

1 8：00～20：00
ホームページ作成・公開ま
での基礎を学びたい方

◆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

あいパル音楽祭
実行委員会

3／5（土）1 3：30～
※応募期間：1／5（水）
～2／ 1 5（火）

「あいパル音楽祭」を企画・運営す
る実行委員を募集する 中学生以上の市民、10人

無料

1／5（水）～
※申込順、
電話可

バレエサークルナーティ
「バレエ体験レッスン」

2／3（木） 
① 16：05～ 16：45 
② 16：50～ 1 7：40 
③ 1 7：45～ 1 8：45

バレエの体験レッスンを行う
①平成30年4月以降生まれの子 
②小学校 1・2年生 
③小学校3～6年生 
①②各 10人、③5人

親子deオンライン
リトミック

①2／2（水）
10：00～ 10：40 
②2／2（水）
1 1：00～ 1 1：40 
③2／6（日）
10：00～ 10：40 
④2／6（日）
1 1：00～ 1 1：40

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

①マタニティ～6カ月の子と親 
②7カ月～未就園児の子と親 
③マタニティ～2歳の子と親 
④3～6歳児 
各5組

各500円

パネル展とグッズ展
「普段使いの避難グッズと
非常食」

1／30（日）～2／6（日） 
9：00～ 16：00

自分や家族に合った避難グッズを
見つける。また、男女共同参画視
点の避難所についての展示
アンケート回答の方に入場記念品
の配布　※先着順

誰でも

無料

ペット防災講座 1／30（日） 
10：00～ 1 1：30

「ペットも一緒に避難するために、
備えておくこと」について講座を
行う

市民、50人

防災ブレスレットづくり
 2／4（金） 
① 10：00～ 1 1：00 
② 1 1：00～ 1 2：00

ほどくと3ｍのロープとして使え
る、パラコードという紐で災害時
に役立つブレスレットをつくる

市民、各 10人 300円

防災かんたんストレッチ 2／4（金） 
1 3：30～ 1 5：00

避難生活でエコノミークラス症候
群にならないための簡単なストレ
ッチを学ぶ

市民、30人　

無料
【市民大学認定講座】 
アクティブ避難DAY「自
助力アップで命を守ろう」

2／5（土） 
10：00～ 1 2：00

命を守るための行動や備えについ
ての講演と、簡易トイレや段ボー
ルベットなどの説明や非常食の配
布を行う

市民、50人

【市民大学認定講座】
洪水・浸水対策と避難所
HUG（H避難所　U運営 
Gゲーム）体験

2／6（日） 
1 3：30～ 16：00

被災地での支援活動の経験談から
日頃の備えを学び、あいパルが避
難所になった時の運営側の動きを
ゲームで体験する

市民、24人

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

みんなの防災DAYS
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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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