
お 知 ら せ
戸田市地域くらし応援券の使用期限
令和3年 10月 1日時点で住民登録のあっ
た方に配布している「戸田市地域くらし
応援券」の使用期限は、3月31日（木）で
す。期限を過ぎると使用できなくなりま
すのでご注意ください。応援
券の使い方や、使用できる店
舗など詳しくは特設サイトを
ご覧ください。

 戸田市地域くらし応援券コールセンター　
048 -658 -77 15

戸田公園駅前出張所窓口業務の一部停止
システムメンテナンスのため、窓口業務
を一部停止します。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
停止期間 3月20日（日）、2 1日（祝・月）
停止する業務 住民異動届、印鑑登録申
請などの受付、原動機付自転車（1 25cc
以下）の登録・廃車手続き、各種証明書
などの交付（税証明書、納税証明書、住
民票除票の写し、国民健康保険証）
※そのほかの業務は通常どおり

 戸田公園駅前出張所　420-9734

令和3年度子育て世帯への臨時
特別給付金

0～ 1 8歳までの児童を養育する子育て
世帯へ臨時・特別の一時金（児童 1人当
たり 10万円）を支給しています。該当世
帯には申請書を郵送済みですので、申請
が済んでいない場合はご確認
ください。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
申請期限 3月 1 5日（火）
※令和4年3月中に生まれた子は4月28
日（木）までに申請

 こども家庭支援室（内線481）

離婚世帯などへの令和3年度「子育て
世帯への臨時特別給付金」の支給

離婚などにより、実際に対象児童を監護
しているにもかかわらず子育て世帯への

臨時特別給付金を受け取ることができな
かった世帯も申請できること
となりました。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481）

パパ・ママ応援ショップ優待カー
ドの切り替え

「パパ・ママ応援ショッ
プ優待カード」の有効期
限は、3月末日です。県
公式スマホアプリ「まいたま」
内「パパ・ママ応援ショップ
サブアプリ」を利用している
方は、自動的に新しいカード
に切り替わります。紙の優待カードを利
用している方も、この機会に便利なアプ
リ版カードをぜひご利用ください。
※新しい紙の優待カードが必要な場合は、
こども家庭支援室、福祉保健センター、
戸田公園駅前行政センター、美笹支所の
各窓口で3月 1日（火）から配布予定
対象 1 8歳に達した日以後の最初の3月
31日を迎えるまでの子ども（県内在住、
在園、在学のいずれか）または妊娠中の
方がいる世帯

 こども家庭支援室（内線461）

保養所「白田の湯」閉館
保養所「白田の湯」は、3月31日（木）で
閉館します。くらし安心課の予約窓口は
3月 1 5日（火）で閉鎖します。16日（水）
以降は、保養所へ直接お問い合わせくだ
さい。

 白田の湯　0557-23-0890

スポーツセンター休場日
3月8日（火）は設備保守点検のため臨時
休場、3月9日（水）は第2水曜定休のた
め休場します。

 スポーツセンター　443-3523

軽自動車税（種別割）の課税
「軽自動車税（種別割）」は、毎年4月 1日
に軽自動車などの所有者登録がある方に、
主たる定置場がある市区町村が課税する
ものです。4月 1日現在、登録抹消や名
義変更の手続きをしていない場合には、
引き続き課税されます。住所変更手続き
も忘れずにお願いします。手続き方法に
ついてはお問い合わせください。
※納税通知書は5月上旬に発送します

市への寄附
令和3年 1月1日（金）～ 12月31日（金）に、市に寄附をされた皆さんです。市政の進展
および文化向上のため、有効に活用させていただきました。ありがとうございました。（敬
称略、順不同）
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 市長公室（内線434）

ダウンロード
はこちら

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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車体の種類 問い合わせ

戸田市ナンバー
原動機付自転車
（ 1 25ccまで）
小型特殊自動車

 税務課（内線208）　
※登録抹消には、原則、
戸田市ナンバープレート、
身分証明書、標識交付証
明書が必要です

大宮ナンバー
2輪（ 1 25cc超）

 埼玉運輸支局
050 - 5540 -2026

大宮ナンバー
3輪、4輪

 軽自動車検査協会
050 - 38 16 - 3 1 10

三井住友銀行における公金窓口
収納の取り扱い終了

収納代理金融機関として指定している三
井住友銀行において、3月31日（木）を
もって、窓口での公金収納の取り扱いが
終了となります。4月 1日（金）以降の市
税などの納付については、他行の窓口や
コンビニ、口座振替などの他のサービス
をご利用ください。

 会計課（内線226）

国民年金の届け出
日本在住で20歳以上60歳未満の方は、
国民年金への加入が必要です。会社員や
公務員などの厚生年金に加入していた方
が退職したときは、市役所で国民年金へ
の加入手続きが必要です。また、扶養し
ている配偶者がいる場合は、配偶者の手
続きも必要です。
持ち物 本人確認ができる顔写真付き身
分証、退職日の分かる書類

 保険年金課（内線2 13、2 14）

国民年金の高齢任意加入
国民年金給付額を満額に近づけたい方は、
60～65歳の期間、国民年金に任意加入
できます。また、受給資格期間が 10年
未満の場合は、70歳までの期間、受給
資格を満たすまで加入できる「特例任意
加入」があります。納付方法は口座振替
のみです。
対象 受給資格期間が480月未満の60
～65歳の方、受給資格期間が 1 20月未
満の60～70歳の方　※老齢基礎年金を
受給中の方や厚生年金・共済年金に加入
中の方は対象外

 保険年金課（内線2 13、2 14）

4月のマンション管理相談（偶数月開催）
とき 4月6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 4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）

令和3・4年度建設工事等競争入札
参加資格審査（業種入替）申請受付

建設工事の入札参加資格審査について、
登録業種の入替を県と共同で実施します。
受付期間 4月1日（金）～1 5日（金）

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

申請書類
の取得

県総務部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 6月1日（水）～令和5年3月31日（金）

※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）

パープルリボンキャンペーン
パープルリボンは、DVをはじめとする
女性に対するさまざまな暴力をなくそう
というキャンペーンのシンボルです。
とき 3月 1日（火）～ 1 3日（日）
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）
内容 専用のタペストリーにパープルリ
ボンを入れて、県内でＤＶ防止の輪を広
げる

 協働推進課（内線428）

リサイクル自転車の販売
とき 3月 1 3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
は近くの加盟店へお問い合わせください

 都市交通課（内線263）

スポーツ安全保険
スポーツ安全保険の加入受け付けを開始
しました。
対象 スポーツ活動や文化活動を行う4人
以上の団体
対象となる事故の範囲 団体の管理下で
の活動中（国内）やその往復中の事故など
補償内容 傷害保険・賠償責任保険・突
然死葬祭費用保険　※加入区分により補
償金額は異なります
掛金 800～ 1 1 ,000円　※年齢や活動
内容により異なります
保険期間 4月 1日～令和5年3月31日
※加入案内は市役所3階　文化スポーツ
課、スポーツセンター、文化会館で配布。
詳しくは「スポーツ安全保険のしおり」を
ご覧ください

 公益財団法人スポーツ安全協会埼玉
県支部　048 -779-9580

戸田市マンション管理ネット登録制度
マンションにお住まいの皆さんへ、マン
ション管理に役立つ情報などを提供する
ため、事前登録していただいた方へメー
ルマガジンを配信しています。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
登録内容 ①登録者名、②マンション名、
③所在地、④電話番号、⑤電子メールア
ドレス
登録方法 電子メール（matidukuri@
city.toda.saitama.jp）または、まち
づくり推進課に申出書を提出　
※申出書は市ホームページか
らダウンロードできます

 まちづくり推進課（内線334）

中小企業退職金共済制度
国がサポートする中小企業のための外部
積立型の退職金制度です。掛金は全額非
課税で一部を国が助成しており、パート
タイマーや家族従業員も加入できます。
ほかの退職金・企業年金制度などとのポ
ータビリティも備えています。
※一部対象外あり

 独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部　
03-6907-1 234

※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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屋外広告物の禁止地域指定
戸田駅西口駅前広場の整備工事完了に伴
い、良好な景観維持のため、屋外広告物
条例における禁止地域に指定
します。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
指定日 3月 1日（火）

 都市計画課（内線320）

《日曜納税窓口》
とき 3月6日（日）、午前9時～午後5時、
3月27日（日）、午前8時30分～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・無償譲渡］
● 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、14cm）、
ベビーカー、ベビーベッド、FAX付
電話機、長靴（13cm、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）、子ども服（女児、90cm）、知
育玩具（3歳以下用）、犬小屋（大型
犬用）、ポータブルトイレ、プランタ
ー、掛け・敷布団
● 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、スチールラック、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）

イ ベ ン ト
子育てあるあるサロン
とき 3月24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歳までの子とその保護者、
5組
申込 3月3日（木）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）

第6回さくらパルまつり
とき 3月26日（土）、午前 10時～午後3時　
※3月24日（木）、25日（金）はプレ開催

日曜窓口の開設
引っ越しシーズンに対応して、日曜窓口を開設します。届出の際は、異動者全員分のマ
イナンバーカード（お持ちの方のみ）をお持ちください。マイナンバーカードをお持ちの
方の証明書取得には、全国のコンビニエンスストアをご利用ください。

とき 3月27日（日）、4月3日（日）、午前8時30分～午後5時

※手続きの内容により、当日受付ができない場合がありますのでご了承ください

課　名 窓口業務内容 問い合わせ

市民課※

◯住民異動届　
◯印鑑登録　
◯マイナンバーカードの交付　
◯証明書の交付
　（戸田市民の住民票の写し・印鑑登録証明書・
　戸籍証明）　
◯戸籍届出受付

内線 209、
661、207、
272、205

税務課
◯各種税務証明書の交付など［4月3日（日）は、固
定資産関係の証明書の取得はできません］
◯原動機付自転車（ 1 25cc以下）などの登録・廃車

内線 208

収納推進課
○納税証明書の交付　
◯市税などの納付　
◯納税相談　
◯口座振替受付

内線643、
222、223

保険年金課
◯国民健康保険の届出　
◯国民年金の届出　
◯後期高齢者医療届出・申請受付　
◯後期高齢者医療保険料の納付

内線 278、
2 13、247、
277

障害福祉課 ◯重度障害者医療費の受付　
◯各種障害者手帳の申請受付

内線 297、
699

こども家庭支援室
※

◯こども医療費の申請受付　
◯児童手当の申請受付
◯児童扶養手当の申請受付、
　特別指導扶養手当の申請受付　
◯ひとり親家庭などの医療費関係　
◯遺児手当関係

内線 234、
274、647、
450、454

保育幼稚園課
◯保育所入退所関係　
◯保育料の納付　
◯保育相談［4月3日（日）のみ］

内線 233、
276、288

学務課 ◯児童・生徒の就学や転出入関係
　［3月27日（日）のみ］

内線3 10、
303

14

市 議 会
議　長に斎藤 直子 氏
副議長に石川 清明 氏

令和4年3月戸田市議会定例会におい
て、正副議長選挙が行われ、2月2日
付けで、議長に斎藤 直子氏、副議長
に石川 清明氏が選出されました。

略歴　平成 13年2月に初当選し、現在
6期目。副議長、文教・建設常任委員
会委員長、健康福祉常任委員会委員
長、蕨戸田衛生センター組合議会議長
などを歴任。

略歴　平成25年2月に初当選し、現
在3期目。文教・建設常任委員会委員
長、市民生活常任委員会委員長、健
康福祉常任委員会委員長、蕨戸田衛
生センター組合議会議長などを歴任。

斎さ
い

藤と
う 

直な
お

子こ  

氏（
60
歳
）

令
和
会
所
属

石い
し

川か
わ 

清き
よ

明あ
き 

氏
（
61
歳
）

公
明
党
所
属



ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）　※入場無料。駄菓子販売などは有
料
内容 サークル発表会・体験ワークショ
ップ、昭和の駄菓子屋を再現したさくら
商店を中心とした昔遊びなど
※体験ワークショップは24日（木）のみ
開催。有料・予約制。詳しくはさくらパ
ルホール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

戸田朝市
とき 3月 1 3日（日）、午前8時～正午
ところ 市役所敷地内および市役所南通
り商店敷地内
内容 テイクアウトのみ（会場内は飲食禁
止）。マスク着用とマイバッグ
を持参の上、来場してくださ
い。

 戸田朝市実行委員会会長 今村　
090-8345-4516

市民なごみ茶会
とき 3月25日（金）、午前 10時～午後 1時
ところ 後谷公園内「不言亭」
定員 30人
※費用無料。定員になり次第終了
申込 不要（当日、直接来場してくださ
い）

 市茶道連盟　飯川　229-2 1 1 2

山菜を楽しむ会
とき 4月30日(土)～5月 1日（日）
ところ 県立小川げんきプラザ
内容 バンガロー宿泊、希望者は金勝山ハ
イキングなど　※歩く時間：1時間程度
定員 30人　※先着順
費用 大人：6,500円、小学4年以上：
4,500円、小学3年以下：3,500円（入
浴代、保険料）　※申込者には実施要項
を送ります

 山岳連盟　岩崎　
090-1604 -6848

春のまちかどコンサート2022
とき 3月26日（土）、午後2時～3時　
※午後 1時30分開場
ところ 新曽福祉センターホール
内容 吹奏楽（マーチやポップスなど）、
とだ市吹メンバーによる少人数アンサン

ブルのコンサート
対象 100人程度　※費用無料
申込 当日先着順　※詳しくはとだ市民
吹奏楽団ホームページをご覧ください

 とだ市民吹奏楽団　加藤
tocwo@yahoo.co.jp

募 集
福祉施策審議会委員
市の福祉施策に関する事項を審議するた
め福祉施策審議会の委員を募集します。
募集人数 3人
資格 1 8歳以上の市内在住、在勤、在学
者（4月 1日時点）
任期 4月 1日～令和6年3月31日
※原則、平日昼に年2～4回程度の会議
を開催予定、報酬あり
選考 書類選考
申込 3月 1 7日（木）必着で応募票を郵送、
FAX（441 -1977）、電子メール（fuku 
sh i - somu@cit y.toda.sa i t ama.
jp）または窓口へ持参　※応募票は窓口
または市ホームページから取得可

 福祉総務課（内線298）

市児童福祉審議会の傍聴
とき 3月 16日（水）、午後2時～
ところ 市役所5階　大会議室A・B・C
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、
電話、電子メール（kodomokatei@
city.toda.saitama.jp）または持参　
※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）

4月からの奨学生

区分 貸付額（月額）
高等学校、高等専門学校
（ 1～3学年）、専修学校高等
課程

国公立 10,000円
私　立 1 5 ,000円

大学、短期大学、高等専門
学校（4学年および5学年）、
専修学校専門課程

国公立20,000円
私　立25,000円

※専修学校は、正規の課程が2年以上の
ものに限る
貸付条件 市内在住世帯、市税を完納し
ている、学資が不十分など

返済 貸付額全額を卒業後6カ月据え置き、
最長 10年間の毎月分割払い
申込 3月 1 4日（月）～28日（月）　※申
請書は3月 1日（火）から教育総務課、美
笹支所および戸田公園駅前行政センター
で配付または市ホームページから取得可

 教育総務課（内線305）

とだファミリー・
サポート・センター会員

とだファミリー・サポート・センターは、
育児の援助を行いたい方（協力会員）と受
けたい方（依頼会員）が会員となって、有
償で相互援助活動を行う組織です（700
円～/1時間）。希望者は申し込みの上、
次の入会説明会に参加してください。

日程 場所

入会
説明会

4 / 2
（土） 10：00～

1 1：30

ボランティア・
市民活動支援
センター4 / 1 6

（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、祝日は休業日。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

シルバー人材センター会員
とき ①3月9日（水）、午後2時～4時

 ②3月 10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 事前に電話で

 シルバー人材センター　434 -041 1

第3回さくらパルさくらづくし
市内の桜の写真・桜にちなんだ作品を募
集します。
募集期間 4月 1日（金）～30日（土）　
※写真は先着30点、作品は先着5作品
まで。写真サイズはA4とし、作品は縦
横30cm、高さ30cmまで
応募方法 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）受付へ持参
対象 市内在住・在勤・在学者
※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
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 新曽南多世代交流館（さくらパル）　
229-1061

福祉作業所もくせい園パート職員
職種 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 福祉作業所もくせい園利用者（知的
障害者、身体障害者）への介助、作業や
レクリエーションの支援、送迎車の運転
および添乗
任用期間 随時～3月31日　※年度更新
あり
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
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 時給990円 　※賞与など年3回支
給あり
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
選考 書類審査および面接　※施設見学
もできますので、気軽にお問い合わせく
ださい

 福祉作業所もくせい園　445-8530

講 室座 ・ 教
グリーンカーテン講座
今年の夏は、省エネに役立つグリーンカ
ーテンを育ててみませんか。講座を受け
た方には、講座当日にゴーヤのツルを絡
ませるためのネット、5月にはゴーヤの
苗を無料で差し上げます。
とき 3月28日（月）、午前 10時～ 1 1時
ところ 上戸田地域交流センター（あいパ
ル）3階　研修室
内容 グリーンカーテンのつくり方や育
て方、省エネ効果について説明
対象・定員 市民、20人　※先着順
申込 3月 1日（火）～電話、電子メール
（kankyo@city.toda.saitama.jp）、
または環境課窓口で

 市地球温暖化対策地域協議会事務局
［環境課内］（内線344）

プチ講座　～1歳のこころ～
とき 3月 1 1日（金）、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 3月8日（火）から電話で　※費用無
料。申込順

 戸田公園駅前子育て広場　
420-9741

戸田ヶ原ガイド講習2022
サクラソウなどの戸田ヶ原の自然を楽し
く案内する「戸田ヶ原ガイド」の講習会を
行います。
とき 3月26日（土）、午前9時30分～午
後3時　※雨天実施
ところ 彩湖・道満グリーンパーク管理事
務所
対象・定員 1 6歳以上、10人
持ち物 歩きやすい服装、昼食・飲み物、
筆記用具
申込 3月22日（火）までに電話で　※費
用無料。申込順

 水と緑の公社　449-1550

多世代交流事業
～プロ棋士による将棋講座～

とき 3月2 1日（祝・月）、午後 1時30分
～3時30分
ところ 東部福祉センター　大会議室およ

び中会議室
内容 プロ棋士から「次の一手」の戦略方
法を学び、参加者同士やプロ棋士と対戦
講師 女流棋士　中

なか
井
い

 広
ひろ
恵
え
さん、元プロ

棋士　植
うえ
山
やま

 悦
よし
行
ゆき
さん

定員 30人　
申込 3月3日（木）午前 10時～窓口、電
話、FAX（443-1020）または市ホーム
ページで　※費用無料。申込順

 東部福祉センター　443-102 1

地域包括・福祉センター連携事業
～もしもの時のための人生会議　ゲームを
交えながら楽しく話し合ってみませんか～
とき 3月24日（木）、午後2時～3時30分
ところ 東部福祉センター　大会議室
内容 自分が希望する医療ケアを受ける
ために、受けたいケアなどを事前に考え
ることの重要性を学ぶ
講師 中島病院 院長　中

なか
島
じま

 昌
まさ
人
と
医師

定員 30人　
申込 3月3日（木）午前 10時～東部福祉
センター窓口または電話（443-102 1）、
FAX（443-1020）で
※費用無料。申込順

 東部地域包括支援センター　
434 -6233

市民大学認定講座・現代課題講座
◆「人生 100年時代の自分らしいキャリアを考える」
人生 100年時代の到来は、人の生き方や働き方など、ライフスタイルを大きく変えよう
としています。多様な生き方や働き方を自ら選択し、充実した人生を送るために、自分
らしいキャリアを考えてみませんか。

対象 市内在住・在勤・在学者
定員 会場での受講…60人、オンライン（当日生配信）での受講… 100人、オンデマ
ンド（講座終了後、撮影動画をYouTubeで配信）による受講…定員なし（期間・申込者
限定公開）
申込 講座名・氏名・年代・電話番号・受講方法（会場・オンライン・オンデ
マンド）を明記の上、QRコードの申込フォームまたは電話、電子メ－ル
（kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp）、FAX（432-99 10）で　
※費用無料、先着順。動画受講を希望する方には、後日、動画のURLを送
ります。動画の録画や二次使用は禁止します

 市民大学事務局［生涯学習課内］（内線342、308）

とき 内容 講師 ところ

3／ 1 2（土）
1 4：00～ 1 5：30

「人生 100年時代」では、育
児・介護終了後や定年後も
経済状況や健康状態を踏ま
えながら、自律的に人生を設
計することが求められていま
す。何を設計・選択していけ
ばいいのか、そのヒントをお
伝えします。

学校法人杏林学園
事務局
副部長
米
よね

津
つ

 哲
てつ

也
や

さん
（国家資格キャリア
コンサルタント）

文化会館
304会議室
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図書館のイベント
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
3／4（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、15人

無料 視聴覚室

当日先着順

おはなし玉手箱

3／2（水）、9（水）、 
1 2（土）、16（水）、 
1 9（土）、23（水）、 
30（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

3／26（土）
1 4：30～ 1 5：00
※語り途中の入退場不
可。4月から開催時刻
を以下のとおり変更し
ます
1 5：30～ 16：00

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
3／ 1 2（土）
10：30～ 1 1：45
※ 10：1 5開場

『はらぺこあおむし』
（33分）
『ゆかいなどうぶつたち～
モルモット・ウサギ・リス』
（28分）

児童または一般、
15人

託児サービス

3／3、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

上
戸
田
分
館

本のリサイクル

3／ 1 3（日）
【一般書】
10：00～ 1 1：30
【児童書】
1 4：00～ 1 5：30
※なくなりしだい終了

図書館での役目を終えた本
のリサイクル。好きな本を
持ち帰る

誰でも

無料

回遊デッキ
（あいパル2階）
※荒天中止

当日先着順

パルシアター 3／6（日）
1 3：30～ 1 5：00

上映作品
『ふしぎの国のアリス』

誰でも、
16人

研修室
（あいパル3階）

かみとだおはなし会
（未就学児向け）

3／ 1、8、1 5、22、
29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）

かみとだおはなし会
（小学生向け）

3／20（日）
1 4：00～ 1 4：30

小学生、
10人

和室
（あいパル2階）

赤ちゃんおはなし会 3／ 1 1（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）

みんなでパルるんひろば 3／25（金）
1 0：30～1 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

3／5（土）～
※電話可、
申込順

おうちで絵本ひろば 3／26（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）

【戸田市民大学認定講座】
戸田ぶらりウォーク

3／27（日）
1 3：30～ 16：00

戸田歴史ガイドの会と一緒
に、戸田の自然と史跡を学
びながら、ボートコース沿
いを散策する

中学生以上、
20人　※小学
生は保護者同伴
であれば可

10円
（保険
料）

戸田ボートコー
ス周辺

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



生活支援サポーター養成講座
ゴミ捨て、院内介助などのちょっとした
手助け（生活支援ボランティア）をしませ
んか。
とき 3月 1 5日（火）、午後2時～3時30
分
ところ 新曽福祉センター　講習会室
対象・定員 地域活動に興味のある方、
1 5人
内容 地域包括ケアシステムについて、
市内で活動している方の事例紹介など
申込 電話で　※申込順

 社会福祉協議会　442-0309

心身障害者福祉センター　
身体障害者サロン「料理教室」

とき 3月 1 8日（金）、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 身近な食材を使った手軽で簡単に
できる料理をつくる　※試食なし
対象・定員 身体障害者、9人
費用 500円（材料費）
申込 3月2日（水）～　※申込順、電話可。
手話通訳、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

さわやかジュニアテニス教室
とき 4月 16日～の毎週土曜日、4月 1 7
日～の毎週日曜日、午前7時～8時30分　
※1 1月～3月は午前7時30分～8時50分

ところ スポーツセンター
対象・定員 新小学 1～6年生、30人　
※応募者多数の場合は選考
費用 7,200円（1 2回／4カ月）　※ 1期
ごとに継続可。月単位での途中入会も可。
初回のみスポーツ保険料800円（1年間
有効）が必要
申込 3月4日（金）～ 1 3日（日）必着で、
往復はがきの往信に、住所、氏名（ふり
がな）、生年月日、性別、新学年、電話
番号、受講希望曜日、テニス歴を、返信
に、住所、氏名を記入して戸田市テニス
協会ジュニア事務局（〒335-8799　蕨
市中央5-8 -2 1蕨郵便局留）まで

 市テニス協会ジュニア事務局　瀧澤　
445-2520

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

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
下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

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

絵本の
読み聞かせ広場

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

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

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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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

初心者のための
複音ハーモニカ講座

4／ 19～
8／2の第 1、
3火曜日
1 3：30～
1 5：00
（全8回）

3階
音楽室

初心者の方を対象に
ハーモニカの魅力を
体験する

市内在住・
在勤者、
1 5人

4,000円
C調複音
ハーモニカ、
筆記用具

長
は せ が わ

谷川 国
くに

昭
あき

さん 3／13（日）～
4／14（木）

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 4／20（水）～22（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

3／4（金）～
25（金）
※申込順、電話可。
希望者が2人以下は
中止

◆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

ウクレレに初めて触れる
人のための「UKULELE
超初心者講座」

4／3、10、1 7、24の
日曜日
10：00～ 1 2：00
（全4回）

ジャカジャカ鳴らして 1曲弾ける
ようになるプログラムで、ウクレ
レにふれることを仲間と楽しむ

市民、8人 3,200円
3／5（土）～
※申込順、
電話可

わくわくサイエンスAB
3／27（日）
Ａ：1 3：00～ 1 4：30
Ｂ：1 5：00～ 16：30

ドップラーボールを作成し、音の
伝わる仕組みを学ぶ

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

各 1 ,030円
申込受付中

作ってお持ち帰り！
お喜楽弁当

3／ 1 7（木）
10：00～ 1 2：00

簡単につくれる健康的なお弁当を
つくり、持ち帰る

おおむね60歳以上の市民、
1 2人 800円

ヴァイオリンと一緒に
リトミックA・B

4／30（土）
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：0～2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（小学
生未満）200
円、1歳未満
無料 3／5（土）～

※申込順、
電話可赤ちゃんとママのための

ニコニコたいむ
4／5、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

パパも一緒に
ふれあいタイム

4／ 10（日）
10：00～ 1 2：00

助産師の指導によるふれあい遊び
を楽しむ。記念に手形スタンプあ
り

0歳児と家族、8組 700円

囲碁・将棋ひろば 3／5（土）、19（土）
1 3：00～ 1 5：00

ボランティアによる指導で、囲碁
と将棋を楽しむ

囲碁・将棋が初めての方、
1 8人 無料 当日受付

体幹筋トレ&
ソフトエアロ

4／5、1 2、19、26、
5／ 10、1 7、24の
火曜日
19：1 5～20：30
（全7回）

生活に必要な筋力アップと体の柔
軟性を引き出す 30歳以上の市民、1 5人 3,7 10円

3／5（土）～
※申込順、
電話可

夜のリフレッシュ&
リラックスヨガ

4／8、1 5、22、5／6、
1 3、20、27の金曜日
19：1 5～20：30
（全7回）

座って体をほぐし、心身ともに軽
くする 市民、20人 4,410円

美姿勢ボディメイク
4／2、16、23、30の
土曜日
1 3：00～ 1 4：1 5
（全4回）

美しい姿勢をつくるトレーニング
を行う 市民の女性、1 5人 3,040円

3／6（日）～
※申込順、
電話可

ペルビックストレッチ
A・B

4／ 1 3、20、27、
5／ 1 1、1 8、25の水曜日
Ａ：10：30～ 1 1：45
Ｂ：1 3：30～ 1 4：45
（全6回）

骨盤を中心に全身を整え、骨盤の
歪みを解消し、しなやかな体づく
りを目指す

市民の女性、各23人 3,960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（お
喜楽弁当は5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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