
お 知 ら せ
戸田市シェイクアウト
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。
とき 3月 1 1日（金）、午前9時30分
対象 市内在住・在勤・在学者
参加方法 事前に参加登録の
上、参加してください。　※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）

コミュニティバス川岸循環のルート変更
3月 1日（火）始発より、下記経路図のと
おりルートを変更します。時刻表の変更
はありません。

 都市交通課（内線263）

証明書コンビニ交付サービスの停止
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 2月8日（火）終日

 市民課（内線205）

スポーツセンター休場日
2月9日（水）は定期休場日、2月24日（木）

は館内消毒のため休場します。
 スポーツセンター　443-3523

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

対象 ①基準日（令和3年 1 2月 10日）に
おいて世帯全員の令和3年度分の住民税
均等割が非課税である世帯　②新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、①の世帯と同様の事情にあると
認められる世帯（家計急変世帯）
給付額 1世帯当たり 10万円
申請方法 ①市から送付される確認書を
返送　※転入者などは申請書を提出　
②申請書を提出
申請期限 ①確認書発行日から3カ月以内　
②9月30日（金）
※詳しくは市ホームページを
ご覧ください

 臨時特別給付金コールセンター　
0570-062-030

令和3年度人間ドック・脳ドックの
検診費用補助

国保・後期高齢者医療保険では人間ドッ
ク、脳ドックの検診費用の一部を補助し
ています。令和3年度の後期高齢者医療
保険の脳ドック補助は、予算上限に達し
たため、すでに受付を終了しました。全
てのドック検診補助で、予算上限に達し
た場合は、受付を終了します。

 保険年金課（内線440）

国民年金の手続き
国民年金保険料の納付確認は原則本人に
よる手続きのみです。厚生年金からの切
り替え手続きなどは、本人のほか、世帯
主でも可能です。委任状と代理人の本人
確認書類で代理人による手続きが可能と
なる場合もあります。詳しくは日本年金
機構や市ホームページをご覧ください。

 保険年金課（内線2 13）

国民年金保険料の口座振替前納
国民年金保険料の支払いには、前納割引
のある口座振替がお得です。当月末、半
年、1年、2年とあり、まとめて納める

期間が長いほど割引額が大きくなります。
期限 4月分からの前納は、2月末日まで　
※郵送の場合は当日必着
申込 口座振替用紙を浦和年金事務所ま
たは保険年金課で取得の上、必要事項を
記入して金融機関届出印を押印し、浦和
年金事務所へ郵送、または浦和年金事務
所か金融機関の窓口へ持参

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

児童手当・特例給付
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（増
額手続きを含む）していない方は、連絡
の上、手続きをしてください。　※今月
の振込日は、2月 10日（木）の予定です

 こども家庭支援室（内線647）

530（ゴミゼロ）運動実践活動の中止
3月6日（日）に予定していた「第 164回
戸田530運動」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止しま
す。ご理解いただきますよう
お願いします。

 戸田530運動推進連絡会事務局
［環境課内］（内線390）

障害者控除対象者認定書の交付
65歳以上（令和3年 1 2月31日現在）で
要介護 1～5の方は、障害者手帳を持っ
ていなくても税法上の障害者控除を受け
られます。認定者には、控除に必要な認
定書を交付します。詳しくはお問い合わ
せください。

 健康長寿課（内線457）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の申請期限の延長

対象 緊急小口資金などの特例貸付の限
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 3月31日（木）まで
申込 市ホームページに掲載の申請様式
に記入の上、郵送または窓口に持参

 生活支援課（内線239）

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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防災ラジオの配布（有償）
緊急地震速報や避難情報、市からのお知
らせなどの防災行政無線の情報をお知ら
せする防災ラジオを配布（有償）していま
す。また、聴覚障害者のための、文字表
示機能付も配布（有償）しています（身体
障害者手帳2級以上の方に限る）。
対象 市民（1世帯につき 1台）
　　 市内事業所（1事業所につき 1台）
費用 3 ,000円
申込 申請書に必要書類を添付の上、窓
口に持参。添付書類は、市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。

 危機管理防災課（内線31 1）

市営自転車駐車場定期利用申込受付
とき 2月 1 3日（日）まで
申込 現在契約中の方も申込が必要です。
①インターネット　②各自転車駐車場管
理室に持参（午前6時～午後9
時）　※戸田駅北第2自転車駐
車場を除く
・新年度ごとの受付は令和4年度分で終
了します
・利用制限区域を全区解除します
・北戸田駅北自転車駐車場は市外居住者
も定期利用できます

 駐輪場サポートセンター　0120-35 
66-2 1（24時間）［管理番号4158］／都
市交通課（内線263）

荒川左岸南部流域関連戸田公共
下水道事業計画変更案の縦覧

◆変更計画案の縦覧
とき 2月4日（金）～ 1 8日（金）、午前8時
30分～午後5時 1 5分　※土・日曜日、
祝日を除く
ところ 新曽南庁舎4階　下水道施設課
◆意見書の提出
申込 2月 1 8日（金）必着で、意見書を下
水道施設課事業担当へ郵送または持参

 下水道施設課　229-4673

重度心身障害者医療費
重度の障害がある方に医療費の保険診療
に係る自己負担分を助成しています。
対象 身体障害者手帳 1～3級、療育手帳
Ⓐ、Ａ、Ｂ、精神障害者保健福祉手帳 1
級所持者、65歳以上で県後期高齢者医
療広域連合の障害認定を受けた方

※所得制限あり。65歳以上で新たに重
度心身障害者となった方は対象外。既存
受給者は 10月 1日から適用
助成方法 戸田・蕨市内の医療機関（一部
を除く）受診時に受給者証を提示　※提
示がない場合や市外の病院などで支払い
をした場合は領収書による請求が必要
（支払日から5年間は請求可能）
※ジェネリック医薬品の使用へご協力お
願いします

 障害福祉課（内線297）

令和4年度学校施設開放の使用
団体登録

4月 1日～令和5年3月31日まで市内小
中学校の校庭、体育館、中学校の武道場
を開放時間に使用できます。使用日時は、
毎月開催の学校施設開放運営委員会で調
整。戸田第一小学校は校舎工事中のため
校庭の使用ができません。　※その他の
学校も使用が制限される場合があります
対象 希望する学校区内に 10人以上が居
住し、代表者が成人の団体
申込 2月 1 5日（火）までに登録申請書な
どを持参　※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）

産前産後支援ヘルパーの派遣
対象 妊娠中または出産後 1年未満の方
利用方法 初回利用時に市へ「登録申請
書」を提出。登録完了後に事業
者へ電話予約。 ※詳しくはホ
ームページをご覧ください

 こども家庭支援室（内線462）

学童保育室一時保育
対象・定員 一時的に保育が必要な小学生、
1施設 1日最大 10人　※要事前登録。定
員は施設によって異なります。申し込み
から決定通知書の発送まで約 1週間かか
ります
費用 1回500円
利用限度 1人につき月 1 5回まで
登録期間 4月 1日～令和5年3月31日
※登録は年度ごとに必要です
登録受付 2月 1日（火）～随時受付　※申
請書は2月 1日（火）～各学童保育室また
は児童青少年課で配布。市ホームページ
からも取得可。登録に定員はありません
受付場所 市役所2階　児童青少年課

 児童青少年課（内線689）

子育てサロン
①もうすぐ保育園
とき 2月 1 8日（金）、午前 10時～ 1 1時
30分
ところ 戸田東小学校親子ふれあい広場
対象・定員 3歳までの子と保護者、5組
②リフレッシュサロン
とき 2月22日（火）、午前 10時～ 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 3歳までの子と保護者、5組
③もぐもぐ・カミカミ期どうしてる？
とき 2月 1 7日（木）、午前 10時～ 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歳までの子と保護者、5組
④パパサロン
とき 2月20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3歳までの子を育
てるパパ、5組
---------------------------------------
申込 2月3日（木）～、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）

歳末たすけあい福祉事業（食料支援）
とき 2月2 1日（月）、午前 10時～午後7
時　※来所時間は申込時に設定
ところ 福祉保健センター
内容 米、インスタントラーメン、レトル
ト食品の無料配布
対象 上記の指定時間に来所可能な市内
在住のひとり親家庭および市内在住で新
型コロナウイルス感染症の影響で収入が
減少し生活に不安がある世帯、200世帯
持ち物 身分証明書など住所が分かるも
の
申込 2月3日（木）～ 1 8日（金）に電話、
電子メール（tiiki＠todashakyo.or. 
jp）または窓口で　※土・日曜日、祝日
は除く。詳しくはホームページをご覧く
ださい

 社会福祉協議会［福祉保健センター内］
442-0309

※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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子どもの遊び場ロビー展
児童館（こどもの国、プリムローズ）や、
青少年の居場所、青少年の広場、市内で
プレイパークを行っている団体など、子
どもたちが安全に遊べる場所を紹介する
展示を行います。
とき 2月6日（日）～ 1 4日（月）
ところ 市役所2階　ロビー

 児童青少年課（内線669）

登録手話通訳者認定試験
とき 3月20日（日）、午前9時～
ところ 心身障害者福祉センター
内容 市社会福祉協議会の登録手話通訳
者になるための試験
対象 20歳以上の市民（手話通訳技術を
お持ちの方）
選考 筆記試験、読み取り試験（筆記、口
述）、聞き取り試験、面接
申込 2月 1日（火）～28日（月）までに指
定の履歴書、申込書を持参　※配付は2
月 1日（火）～事務所受付で

 手話通訳者派遣事務所　445-1 828

リサイクル家具の販売
とき 2月2 1日（月）～26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）
※一部インターネット入札あり。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　42 1 -2801

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第4期分
国民健康保険税…第8期分
納期限は、2月28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 3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
祝い着セット（3歳、女児）、茶箱、
つえ（3点支持タイプ・腕支持タイ
プ）、スニーカー（13.5cm）、ベビ
ーカー、ベビーベッド、FAX付電話
機、長靴（女児、14cm）、クッショ
ンマット、キャンプ用テーブル・イ
ス、ひな人形一式、ホットカーペッ
ト、武南高校長袖Yシャツ（男子）、
ランドセル（女児）
● ゆずってください
車椅子、子ども服（男児、100cm
以上）、子ども用自転車、子ども用
足けり自転車、ベビーベッド、電子
ピアノ、ワープロ
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

日本語スピーチコンテストの動画
公開と投票受付

外国人の日本語スピーチ動画を協会Fa 
cebookに公開しています。市民審査
員賞は市民の「いいね」の数で決定しま
す。
投票期間 2月 1 5日（火）～28日（月）

 国際交流協会　434 -5690

イ ベ ン ト
打って！走って！ティーボール体験会
とき 2月20日（日）、①午前9時～ 10時
20分　②午前 10時30分～ 1 1時50分
ところ 戸田第二小学校　体育館
内容 キャッチボールやバッティング練
習、ミニゲームを行います
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、各回20人　
※費用無料
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 2月 16日（水）までに住所、氏名、
年齢、電話番号、希望する時間を電話、
電子メール（bunka-sport@city.to 
da.saitama.jp）で　※申込順、参加
賞あり

 文化スポーツ課（内線339）

市民体育祭バドミントン大会
とき 3月6日（日）、午前9時～
ところ スポーツセンター
種目 男子ダブルス・女子ダブルス（上級・
中級・初級）
費用 1人につき 1 ,500円　※保険料含む
申込 2月15日（火）までに電子メール（to 
dabad1 1 1 @yahoo.co.jp）で
※詳しくは市バドミントン連盟ホームペ
ージをご覧ください。中止の場合あり

 市バドミントン連盟事務局　石田
080-6606-4279

コミュニティソーシャルワーカー
による出張相談会

とき ①2月 1 5日（火）　②2月 1 8日（金）　
③2月24日（木）　④2月28日（月）　⑤3
月3日（木）　⑥3月7日（月）　※全日午
前9時30分～ 1 1時30分
ところ ①新曽福祉センタ―　講習会室　
②笹目コミュニティセンター（コンパル）　
セミナールーム 101　③心身障害者福祉
センター　社会適応訓練室　④上戸田地
域交流センター（あいパル）　多目的室 1　
⑤東部福祉センター　中会議室　⑥西部
福祉センター　第 1会議室
対象 市民　※費用無料。上記開催日程
の都合のよい時間にお越しください

 社会福祉協議会［新曽地域包括支援 
センター内］　444 -0500

多世代交流事業「マジックショー」
とき 2月5日（土）、午前 10時30分～正午
ところ 西部福祉センター
内容 参加型のマジックショーや簡単な
マジックを披露する
演者 彩たまマジッククラブ　増

ます
永
なが

 敏
さとし
さん

定員 20人
申込 2月 1日（火）から窓口、電話、FAX
（42 1 -3060）、ホームページ、電子メー
ル（f uku sh i - s omu@c i t y. t oda .
saitama.jp）のいずれかで　※費用無
料、申込順

 西部福祉センター　42 1 -3024

国際交流如月茶会
とき 2月 19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
内容 日本の伝統文化に触れ、おもてな
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しの心を知る
対象・定員 市内在住、在勤者、40人
※先着順。費用無料。要申込

 国際交流協会　434 -5690

障害者のための就労相談会
とき 2月25日（金）、午後 1時～4時
ところ 市役所5階　大会議室C
※上記日程は電話での相談もできます。
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）
※常時、就労相談を行っています

 障害福祉課（内線283）

身体・心身障害者対象料理講座
「パン作り」

とき ①2月 1 8日（金）　②2月25日（金）　
③3月5日（土）、全日午前 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 ①②身体障害者、各6人　③
心身障害児とその保護者、6組
費用 ①② 1回500円、③ 1家族につき
500円
申込 ①②2月6日（日）～、③2月6日（日）
～26日（土）受付　※申込順。電話、FA 
X可。手話通訳や要約筆記が必要な方は、
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　445-1 828

心身障害児対象親子料理体験
「蕎麦打ち体験教室」

とき 2月 19日（土）、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
講師 さいたま蕎麦打ち倶楽部
対象・定員 心身障害児とその保護者、4組
費用 1組につき 1 ,000円
申込 受付中　※申込順。電話、FAX可。
手話通訳や要約筆記が必要な方は、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　445-1 828

市民体育祭44回スキー大会
とき 3月5日（土）
ところ 群馬県鹿沢スノーエリア
対象・定員 市内在住・在勤者（小学生か

ら一般年齢別）、50人
費用 3 ,000円
種目 大回転2本
申込 2月 1 8日（金）まで

 市スキー連盟 萩原　090-4678-7732

ザゼンソウ鑑賞ハイキング
とき 3月19日（土）、集合　午前6時：市
役所、午前6時05分：戸田駅南側ガード
下のバス停前
ところ 山梨県甲州市「ザゼンソウ自生地
から小倉山登山」（歩く時間は3時間程度）
定員 20人
費用 大人6,300円、小学生4,800円　
※バス代、入浴代、保険料含む。申込者
には実施要項を送ります
申込 電話で

 山岳連盟　岩崎　090-1604 -6848

募 集
自治基本条例推進委員会委員
募集人数 若干名
資格 1 6歳以上の市内在住・在勤・在学
者　※市外在住でもボランティアなど、
市内で活動されている方は可
内容 自治基本条例をもとに市をよりよ
くするための仕組みづくりを考える
任用期間 4月 1日から2年間　※原則平
日夜間に年4回程度の会議を開催予定。
報酬あり
申込 2月28日（月）必着で、応募票を郵
送、FAX（433-2200）、電子メール　
（community@city.toda.saitama.
jp）、または直接提出　※応募
票は窓口または市ホームペー
ジで取得可

 協働推進課（内線651）

外部評価委員会の公募委員
募集人数 2人　※応募多数の場合は、面
接（3月実施予定）で決定
資格 2月 1日現在、満 1 8歳以上の市内
在住・在勤・在学者で、Web会議（Zo 
om）に対応できる方
内容 市が実施した行政評価について、
客観性や透明性を高めるため、市民など
の第三者の視点から再評価する
任用期間 令和6年3月31日まで　※原

則、委員会は平日の昼間に開催、年7回
程度、若干の報酬あり
申込 2月22日（火）必着で、申込書を郵
送、FAX（432-852 1）または電子メー
ル（k ikaku@cit y.toda.sa i t ama.
jp）で　※申込書は窓口または市ホーム
ページで取得可

 共創企画課（内線413）

教育政策室・教育センター
会計年度任用職員など

①小学校アクティブティーチャー
募集人数 2人
内容 教科指導などの支援業務
任用期間 4月 1日～令和5年3月31日
※年2 10日
賃金 時給 1 ,2 10円（1日7時間）、規定
により交通費、期末手当を支給
②小学校スクールサポーター
募集人数 3人
内容 生徒指導・不登校対策の支援業務
任用期間 4月 1日～令和5年3月31日
※年 169日
賃金 （資格あり）時給 1 ,520円、（資格
なし）時給 1 ,2 10円（1日6時間）、規定
により交通費支給
③ボランティア相談員
募集人数 1 2人
内容 市内中学校のさわやか相談室での
相談業務
委嘱期間 4月6日～令和5年3月31日
謝礼 日額4,000円（週2～3日、1日4
時間）
---------------------------------------
資格 教員免許を有する方など　※詳し
くはお問い合わせください
勤務場所 市内各小・中学校
選考日 2月下旬～3月上旬
選考 書類審査・面接審査　※①は模擬
授業審査あり
申込 2月 1 5日（火）までに写真を貼った
履歴書、はがき（連絡用）、84円切手を
貼った定型封筒、志願書、資格証の写し
を下記へ持参　※募集人数、任用期間、
賃金などは変更の可能性あり

 教育センター　434 -5660

とだファミリー・サポート・センター会員
とき 3月5日（土）、19日（土）、午前 10
時～ 1 1時30分
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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
2／4（金） 
1 1：00～ 1 1：30 
※ 10：45開場。開始
後の入場不可

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

2／2（水）、9（水）、
1 2（土）、16（水）、
19（土） 
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
2／26（土） 
1 4：30～ 1 5：00 
※開始後の入退場不可

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
2／ 1 2（土） 
10：30～ 1 1：30 
※ 10：1 5開場

『にじいろのさかな』（24
分）、『こどもにんぎょう
劇場3　日本編』（30分）

児童または一般、
1 5人

託児サービス

2／3、10、1 7、24 
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

図書館探検ツアー 2／27（日） 
1 5：00～ 16：00

普段見ることができない
図書館の裏側を見学する

小学生、5人
※保護者の付き添い 
・幼児の参加不可

中央
図書館

2／6（日）
9：00～ 
電話のみ、申込順

小学生向け
プログラミング講座 
「こくりを動かして
みよう！」

3／6（日） 
① 10：00～ 1 1：30 
※9:50開場 
② 1 4：00～ 1 5：30 
※ 1 3：50開場

プログラミングロボット
「こくり」を簡単なプログ
ラミングで動かす

市内在住の
①小学 1 ･2年生
②小学3･4年生
各回5人
※保護者同伴可

視聴覚室
2／20（日） 
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）

2／ 1、8、1 5、22
（火） 
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）

無料

研修室
（あいパル
3階）

当日先着順

パルシアター 2／6（日） 
1 4：30～ 1 5：30

上映作品
『いたずら子ネコ』など 誰でも、16人

かみとだおはなし会
（小学生向け）

2／20（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

赤ちゃんおはなし会 2／25（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）みんなでパルるん

ひろば
2／ 1 1（祝・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、保健師への相談など

2／ 1（火）～
※電話可、申込順

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

春の彩湖を歩こう 3／2 1（祝・月） 
10：00～ 1 2：00

野鳥や早春の草花を観
察しながら彩湖周辺を歩
き、春の訪れを感じる

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

2／2 1（月）～ 
電話のみ、申込順

郷
土
博
物
館

子ども体験ひろば 
「昔の道具を使って
みよう」

2／ 19（土） 
① 10：00～ 10：50 
② 1 1：00～ 1 1：50

センバコキ、唐
とう
箕
み
、石臼

などの昔の道具を使う

市内在住の小・中
学生（小学３年生
以下は、児童 1人
につき保護者 1人
同伴）、各回6人
※保護者を除く

50円／
1人（保
険料）　
※同伴保
護者も保
険料が発
生します

講座室

2／ 1 2（土）
10：00～
※電話のみ、申込
順、保険料は当日
支払い

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

　郷土博物館  443-5600 10：00～ 16：30　※ 1 2：00～ 1 3：00を除く



ところ ボランティア・市民活動支援センター
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会員説明会
とき ①2月4日（金）、午後2時～4時
②2月7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 1 5人程度　
申込 事前に電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

シルバー人材センター臨時職員
職種 臨時職員
募集人数 1人
資格 普通自動車運転免許（AT可）
内容 高齢者への就業紹介など
任用期間 4月 1日～令和5年3月31日　
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日、午前8時30分～
午後5時 1 5分　※休憩 1時間
勤務場所 シルバー人材センター
賃金 月額 160,7 10円
加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保
険、労災保険
選考方法 書類審査、実技試験（Word・
Excel）および面接
申込 2月 1 8日（金）必着で、履歴書およ
び資格証明書の写しをシルバー人材セン
ターへ持参または郵送（〒335-002 1
戸田市大字新曽933-2）で

 シルバー人材センター　434 -041 1

福祉作業所もくせい園パート職員
①看護師
募集人数 1人
資格 看護師（准看護師可）
内容 障害のある利用者への医療的ケア、
介助、支援
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
賃金 時給 1 ,810円　※賞与あり
②補助支援員
募集人数 1人　

資格 不問（運転免許取得者が望ましい）
内容 障害のある利用者への介助、支援、
送迎車の運転・添乗
勤務日時 月～金曜日のうち週4～5日、
午前8時30分～午後4時　※休憩 1時間
賃金 時給990円 ※賞与など年3回支給
あり
---------------------------------------
任用期間 随時～3月31日　※年度更新
する場合あり
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
選考 書類審査および面接　※施設見学
可
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
で

 福祉作業所もくせい園　445-8530

講 室座 ・ 教
市民ボート教室【中級】
ボート経験がある方や実力アップを図り
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 2月 1 3日、20日、27日、3月6日、13
日の日曜日（全5回）、午後3時～5時
ところ 戸田ボートコース（集合は戸田第
一艇庫：戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の中学
生以上で、市などが主催のボート教室に
参加経験のある方、ボート競技の経験が
ある方、先着20人
費用 500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）
服装 運動できる服装
申込 2月 1日（火）～8日（火）までに文化
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）

【市民大学認定講座】
樹木剪定技術講習会

庭木（高木、中低木）の管理について、
実技を交えて分かりやすく解説します。
とき 3月8日（火）、午前9時30分～ 1 1時
30分　※小雨決行
ところ 大前緑地（戸田公園駅前さくら草

保育園北西側の緑地）
定員 20人
費用 100円（保険料）　※当日集めます
申込 3月2日（水）までに電話で

 みどり公園課（内線319）

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 2月27日（日）、午後2時～3時30分
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 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。先
着順
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

子育て講演会〜続・がんばりすぎない！
健康と保育から見る子育てのヒント〜

とき 2月25日（金）午前 10時30分～ 1 1
時30分
ところ 文化会館　301会議室
内容 子どものケガ・病気、ホッとする
親子のスキンシップ
講師 市職員（保育士・看護師）
対象・定員 3歳まで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 2月2日（水）～市ホーム
ページの申込フォームで
※費用無料。申込順

 こども家庭支援室（内線461）

就職支援セミナー
役立つビジネスマナー

とき 2月2 1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 職場における大事なマナーを学ぶ
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、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）
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就職支援セミナー
エクセル講座

とき 3月3日（木）、午前9時30分～午後
3時30分
ところ 教育センター
内容 自分のパソコンで就職活動に役立
つエクセルを基礎から学ぶ
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出
来る求職中の方、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、
または電話で　※費用無料。申込順

 経済戦略室（内線397）

プチ講座 〜お子さんとお話してる？〜
とき 2月24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 おおむね3歳未満の子と親、5組
申込 2月2 1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

Zoomで楽しむ！ 小学生英会話
とき 3月 1 2日（土）、午後4時～5時30分
講師 ヴァーミー ロンジー デウスさん
（ブルーライオン イングリッシュ講師）
対象・定員 小学生、1 5人 　※費用無料。
申込順
申込 3月5日（土）までに、
申込フォームから

 国際交流協会　434 -5690

オンラインクッキング〜タイ
とき 2月27日（日）、午後 1時～3時
内容 おうちでつくる！ 本格ガパオライス

対象・定員 市内在住・在勤者、賛助会員、
6人　※Zoomをつなげて料理ができ
る方。費用無料。申込順。見学のみは要
相談。食材は各自準備
講師 坂

さか
本
もと

 ポーンヌブパーンさん
申込 2月22日（火）までに、件名に「オン
ラインクッキング参加希望」、本文に氏
名、電話番号、メールアドレ
スを明記の上、電子メール（ti 
fa@msc.biglobe.ne.jp）で

 国際交流協会　434 -5690

家族介護教室　「衣類の着脱の仕方」
とき 2月24日（木）、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 無理なく着脱する方法
申込 2月23日（祝・水）まで　※費用無料

 中央居宅介護支援センター　
432-9844

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

2／3（木）、3／3（木）
毎月第１木曜日
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

ボートレース
戸田体験講座

2／ 1 5（火）
1 3：30～ 1 5：30

施設見学、
ボートレース観戦

20歳以上の市内
在住・在勤・
在学者、10人

2／ 1（火）8：30～

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

2／ 1 2（土）、3／ 1 2（土）
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

2／22（火）、3／22（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

新
曽
スマホ・パソコン
質問コーナー

2／20（日）、3／20（日）、
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

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　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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福祉学習ボランティア養成講座
福祉学習ボランティアとは、市内小学校
などで高齢者擬似体験、車いす体験など
の福祉学習を担うボランティアです。
とき ①2月15日（火）、午後2時～4時30
分　②2月22日（火）、午前9時30分～1 1
時30分
ところ 新曽福祉センター　講習会室
対象・定員 市内在住・在勤者で受講後、
福祉学習ボランティアとして市内小学校
などでの福祉学習に参加可能な方、1 5
人　※申込順
申込 2月9日（水）までに電話または電子

メール（tiiki＠todashakyo.or.jp）で
 社会福祉協議会［福祉保健センター
内］　442-0309

第21回TODAファイナンシャルセミナー
とき 2月26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 つみたてNISA＆iDeCoをはじ
める前にやっておきたいライフプランワ
ークショップ
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
20人　※費用無料。申込順
申込 特定非営利活動法人JCPFPに電

話（048 -859-7810）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

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

おひなさま花飾りを
作ろう

2／27（日） 
10：30～
1 2：00

2階 
アトリエ

生花で飾り付けした
「おひなさま」をつくり、
桃の節句を楽しむ

市内在住の
小学生、
1 5人

1 ,000円 タオル、持ち帰り
用の袋

フラワー鑑定 
技能士
坂
さか

口
ぐち

 利
り

恵
え

子
こ

さん

2／5（土）～
2 1（月）

歌声サロン
3／5（土） 
1 3：30～
1 5：30

3階 
音楽室

みんなで歌い語らい
楽しいひと時を過ごす

市内在住・
在勤者、
30人

500円 特になし 小
お

野
の

塚
づか

 加
か

代
よ

さん 2／6（日）～
28（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 3／2（水）～4（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

2／2（水）～
25（金）
※申込順、
電話可
希望者が２人以下
のコースは中止

Excel2013基礎 3／9、16、23の水曜日
1 4：00～ 16：00

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）

3／ 10、1 7、24の木曜日
10：00～ 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

リトミックでピクニック
＆おしゃべりタイム

①2／20（日）
②2／27（日）
10：30～ 1 2：00

工作でお弁当をつくり、リトミッ
クとピクニックを楽しむ。
後半30分はおしゃべりタイム

①2歳児の子と父親・母親
②3歳～未就学児の子と父親・
母親
各 1 5組

各500円

申込受付中

はじめての
スマートフォン

3／ 19（土）、26（土）
10：00～ 1 2：00

スマートフォンの基本的な機能を
知り、使用することができるよう
になる。らくらくスマートフォン
を使用

市民、20人
2／ 1（火）～
※申込順、
電話可

4種類の望遠鏡で楽しむ
戸田の星空観望会

2／ 1 3（日）
① 1 7：30～ 1 8：40
② 1 8：50～20：00

今、注目の電子観望・屈折望遠鏡・
反射望遠鏡・大型双眼鏡ですばる
やアンドロメダ星雲などを見る。
天体ポストカード 1枚プレゼント

高校生以上の市民、各20人　
※小学生は保護者同伴で参加
可能、中学生も②は保護者同
伴必須

各 100円 申込受付中

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
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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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