
お 知 ら せ 証明書コンビニ交付サービス停止
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。
とき 6月2日（木）、午後2時～5時

 市民税課（内線249）

スポーツセンター休場日
5月1 1日（水）は定期休場日、5月25日（水）
は施設保守点検のため臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

戸田市スポーツ賞表彰規則の改正
令和4年度から対象大会が一定の条件を
満たした国際大会に変更となりました。
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年度固定資産税の新築軽減
次の対象家屋は軽減が終了し、税額が変
わります。詳しくは市ホームページをご
覧ください。
対象 ①平成30年築（2階建まで）　②平

成28年築（分譲マンション含む3階建以
上）　※長期優良住宅の場合はそれぞれ
さらに2年前に建てられたもの

 固定資産税課（内線287）

固定資産税・都市計画税納税通知書およ
び軽自動車税（種別割）納税通知書発送

令和4年度の納税通知書を発送しました。
 固定資産税課　土地・家屋担当（内線

281）、市民税課　諸税担当（内線208）

軽自動車税（種別割）の減免制度
軽自動車税（種別割）は、毎年4月 1日現
在の所有者に課税されます。身体障害者
などのために利用する軽自動車などは、
減免制度があります。　
※障害の区別、程度など要件あり
申込 5月31日（火）まで
※昨年度減免者には、申請書（継続用）を
送付しています。申請は毎年必要です

 市民税課（内線208）

戸田市商工業支援事業補助金制度
◆商店等新業種等転換支援事業
飲食店などの事業者が、新業種、新業態
または新形態に転換するに当たり、社会
的課題に対応する店舗の改修工事費（補
助率2分の 1、上限額50万円）および空
き店舗改修後の新規出店における賃借料
（補助率2分の 1、月額上限5万円、補助
期間 1 2カ月）を補助。感染症対策につい
ては改修工事費、消耗品、備品購入費
（補助率2分の 1、上限額50万円）を補助。
◆新技術研究開発支援事業
製造業、情報通信業、事業所向けサービ
ス業、建設業、運輸業の中小企業者が、
新技術や新商品の開発をする場合、その
経費の3分の 1を補助（上限あり）。
※訪問調査や審査会を経て可否を決定
◆ ISO等取得支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が、
ISO規格（9000シリーズ、1 4001、22 
000、27001、39001およびFSSC22 
000）、エコアクション2 1またはプライ
バシーマークを取得した際に、その経費
の3分の 1を補助（上限50万円）。
◆工業環境対策支援事業
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭を防止する設備を
導入した場合に、固定資産税相当額を補
助（上限 100万円）。
◆展示会等出展支援事業
国内外の展示会または見本市に出展し、
自社製品・技術の積極的な外部発信に対
する補助（上限20万円）。
◆産業立地推進事業補助金制度
製造業の事業者が、市内で工場などを新
たに立地（新設・増設・賃借）したり、機
械設備の新規導入や市内在住の従業員を
一定期間以上雇用した場合に補助（上限
あり）。　※4月 1日からIT関連企業が補
助対象になりました。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください
◆住宅改修資金助成金制度
市内在住者が市内本店の施工業者を利用
して20万円以上の個人住宅などの改修
工事を行う場合、その費用の 100分の5
を助成（上限 10万円）。
◆公的資格等取得支援事業補助金制度
市内の中小事業者が、事業者の負担で従
業員に公的資格などを取得させる場合、
または市内在住の求職者が就労目的で公

市役所人事異動
（4月 1日発令、課長職以上）

［市］市民生活部　［健］健康福祉部
［水］水安全部　［こ］こども健やか部
［企］企画財政部　［環］環境経済部
［総］総務部　［消］消防本部
［教］教育委員会事務局
［都］都市整備部　［医］市民医療センター
※（　）内は前職、兼務および事務取扱は省略

1．部長職（5人）
▽［市］部長（［水］次長）五條 宏▽［健］部長
（［市］部長）櫻井 聡▽［こ］部長（［健］次長）秋
元 幸子▽消防長 栃本 由兼※再任用▽議会事
務局長 栗原 誠※再任用

２．参事職（1人）
▽［市］参事（［こ］参事）梶山 浩

３．次長職（1 1人）
▽［企］次長（［環］次長）佐藤 健治▽［総］次長
兼人事課長（［総］人事課長）内山 敏哉▽［市］
次長（［健］保険年金課長）清水 倫子▽［市］次
長兼くらし安心課長（［健］次長）矢ヶ崎 富士
夫▽［環］次長 山本 義幸※再任用▽［健］次長
（［健］副参事）川上 裕丈▽［こ］次長兼こども
家庭支援室長（［企］次長）安部 孝良▽［消］次
長（［市］次長）佐々木 敏典▽［教］次長 川和
田 亨▽［教］教育政策室長兼［教］次長兼［教］
教育政策室担当課長 横田 洋和▽［水］次長兼
総務課長（［企］副参事）東口 俊博

４．副参事職（1人）
▽［環］副参事（［環］みどり公園課長）細井 高行

５．課長職（23人）
▽［企］財政課長（［健］健康長寿課長）野口 純
一▽［企］市民税課長（［環］環境課長）高橋 正
展▽［企］固定資産税課長（［企］税務課長）羽
石 幸治▽［総］行政管理課長（［総］人事課主
幹）鈴木 段▽［市］市民課長（［健］福祉総務課
主幹）西口 以佐子▽［市］協働推進課長（［市］
文化スポーツ課主幹）峰岸 貴子▽［市］くらし
安心課課長 中山 正之▽［市］文化スポーツ課
長（［総］行政管理課長）増澤 直哉▽［環］みど
り公園課長（［都］都市計画課主幹）岡安 敦志
▽［健］担当課長（［健］福祉保健センター担当
課長）岩崎 一昭▽［健］担当課長（［市］市民課
長）早川 和男▽［健］担当課長 松山 由紀※再
任用▽［健］生活支援課長（［健］生活支援課主
幹）鈴木 久▽［健］健康長寿課長（［総］人事課
主幹）長友 弘毅▽［健］保険年金課長（［健］保
険年金課主幹）林 英一▽［健］福祉保健センタ
ー担当課長（［市］協働推進課長）遠藤 康雄▽
［健］福祉保健センター担当課長（［健］新型コ
ロナウイルスワクチン接種対策室担当課長）
仙波 敦雄▽［こ］こども家庭支援室担当課長
（［こ］こども家庭支援室主幹）工藤 朋代▽
［都］都市交通課課長（［総］管財入札課課長）
小原 央▽会計課長（［市］くらし安心課長）青
木 茂▽［教］教育総務課長（［企］資産経営課
主幹）金澤 哲▽［教］学務課長（［教］学務課主
幹）大森 雅彦▽［教］学校給食課長（会計課
長）嶋田 正晴

退職者（14人）　※3月31日付　
▽久川 理恵（［健］部長）▽星野 正義（［教］参

事）▽亀井 亨（［消］次長）▽福島 稔（［消］副
参事）▽佐藤 尚子（［教］教育政策室長）▽奥墨 
章（［市］担当課長）▽大河原 秀紀（［市］くら
し安心課課長）▽田中 庸介（［健］担当課長）
▽吉田 豊（［健］担当課長）▽松宮 晴子（［医］
診療室医長）▽牧野 正美（［消］消防第2課長）
▽星野 浩二（［消］消防第3課長）▽片岡 昭博
（［教］学務課長）▽小須田 始（［教］学校給食
課長）

小・中学校人事異動
（4月 1日発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］
▽戸田第一小　大沼 公子（笹目小・校長）▽
笹目小　武藤 昌博（笹目東小・校長）▽戸田
東小　髙橋 博美（戸一小・校長）▽笹目東小　
片岡 昭博（戸田市教委・学務課長）▽新曽北
小　星野 正義（戸田市教委・参事）▽喜沢中　
益田 光行（新曽中・教頭）▽笹目中　髙田 ひ
ろみ（喜沢中・校長）
［教頭］
▽戸田第一小　人見 礼子（新曽北小・主教）▽
戸田第二小　菊地 奈津子（笹目東小・主教）▽
新曽小　新井 宏和（戸田市教委・主任指導主
事）▽美谷本小　嶋 広志（戸田東小・教頭）▽
戸田東小　黒﨑 正彦（戸田市教委・指導主事）
▽戸田南小　永谷 拡紀（戸二小・教頭）▽喜沢
小　伊藤 裕二（新曽小・教頭）▽戸田中　藤田 
政貴（戸田市教委・主任指導主事）▽美笹中　
渡部 淳子（戸田中・教頭）▽新曽中　月出 達也
（笹目中・主教）

戸田市副市長の退任

内
うち
田
だ

 貴
たか
之
ゆき
氏（50歳）

略歴 令和2年4月1日
に就任以来、令和4年
3月31日までの2年間、
副市長の重責を果たし
退任。

戸田市副市長に就任

秋
あき

田
た

 大
だい

輔
すけ

氏
（48歳）

任期 令和4年4月1日～
令和8年3月31日（4年）
略歴 平成9年4月から
埼玉県職員。企画財政

部財政課主幹、保健医療部副部長付企
画幹など重要な役職を歴任。
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市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！
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お 知 ら せ 証明書コンビニ交付サービス停止
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。
とき 6月2日（木）、午後2時～5時

 市民税課（内線249）

スポーツセンター休場日
5月1 1日（水）は定期休場日、5月25日（水）
は施設保守点検のため臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

戸田市スポーツ賞表彰規則の改正
令和4年度から対象大会が一定の条件を
満たした国際大会に変更となりました。
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年度固定資産税の新築軽減
次の対象家屋は軽減が終了し、税額が変
わります。詳しくは市ホームページをご
覧ください。
対象 ①平成30年築（2階建まで）　②平

成28年築（分譲マンション含む3階建以
上）　※長期優良住宅の場合はそれぞれ
さらに2年前に建てられたもの

 固定資産税課（内線287）

固定資産税・都市計画税納税通知書およ
び軽自動車税（種別割）納税通知書発送

令和4年度の納税通知書を発送しました。
 固定資産税課　土地・家屋担当（内線

281）、市民税課　諸税担当（内線208）

軽自動車税（種別割）の減免制度
軽自動車税（種別割）は、毎年4月 1日現
在の所有者に課税されます。身体障害者
などのために利用する軽自動車などは、
減免制度があります。　
※障害の区別、程度など要件あり
申込 5月31日（火）まで
※昨年度減免者には、申請書（継続用）を
送付しています。申請は毎年必要です

 市民税課（内線208）

戸田市商工業支援事業補助金制度
◆商店等新業種等転換支援事業
飲食店などの事業者が、新業種、新業態
または新形態に転換するに当たり、社会
的課題に対応する店舗の改修工事費（補
助率2分の 1、上限額50万円）および空
き店舗改修後の新規出店における賃借料
（補助率2分の 1、月額上限5万円、補助
期間 1 2カ月）を補助。感染症対策につい
ては改修工事費、消耗品、備品購入費
（補助率2分の 1、上限額50万円）を補助。
◆新技術研究開発支援事業
製造業、情報通信業、事業所向けサービ
ス業、建設業、運輸業の中小企業者が、
新技術や新商品の開発をする場合、その
経費の3分の 1を補助（上限あり）。
※訪問調査や審査会を経て可否を決定
◆ ISO等取得支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が、
ISO規格（9000シリーズ、1 4001、22 
000、27001、39001およびFSSC22 
000）、エコアクション2 1またはプライ
バシーマークを取得した際に、その経費
の3分の 1を補助（上限50万円）。
◆工業環境対策支援事業
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭を防止する設備を
導入した場合に、固定資産税相当額を補
助（上限 100万円）。
◆展示会等出展支援事業
国内外の展示会または見本市に出展し、
自社製品・技術の積極的な外部発信に対
する補助（上限20万円）。
◆産業立地推進事業補助金制度
製造業の事業者が、市内で工場などを新
たに立地（新設・増設・賃借）したり、機
械設備の新規導入や市内在住の従業員を
一定期間以上雇用した場合に補助（上限
あり）。　※4月 1日からIT関連企業が補
助対象になりました。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください
◆住宅改修資金助成金制度
市内在住者が市内本店の施工業者を利用
して20万円以上の個人住宅などの改修
工事を行う場合、その費用の 100分の5
を助成（上限 10万円）。
◆公的資格等取得支援事業補助金制度
市内の中小事業者が、事業者の負担で従
業員に公的資格などを取得させる場合、
または市内在住の求職者が就労目的で公

市役所人事異動
（4月 1日発令、課長職以上）

［市］市民生活部　［健］健康福祉部
［水］水安全部　［こ］こども健やか部
［企］企画財政部　［環］環境経済部
［総］総務部　［消］消防本部
［教］教育委員会事務局
［都］都市整備部　［医］市民医療センター
※（　）内は前職、兼務および事務取扱は省略

1．部長職（5人）
▽［市］部長（［水］次長）五條 宏▽［健］部長
（［市］部長）櫻井 聡▽［こ］部長（［健］次長）秋
元 幸子▽消防長 栃本 由兼※再任用▽議会事
務局長 栗原 誠※再任用

２．参事職（1人）
▽［市］参事（［こ］参事）梶山 浩

３．次長職（1 1人）
▽［企］次長（［環］次長）佐藤 健治▽［総］次長
兼人事課長（［総］人事課長）内山 敏哉▽［市］
次長（［健］保険年金課長）清水 倫子▽［市］次
長兼くらし安心課長（［健］次長）矢ヶ崎 富士
夫▽［環］次長 山本 義幸※再任用▽［健］次長
（［健］副参事）川上 裕丈▽［こ］次長兼こども
家庭支援室長（［企］次長）安部 孝良▽［消］次
長（［市］次長）佐々木 敏典▽［教］次長 川和
田 亨▽［教］教育政策室長兼［教］次長兼［教］
教育政策室担当課長 横田 洋和▽［水］次長兼
総務課長（［企］副参事）東口 俊博

４．副参事職（1人）
▽［環］副参事（［環］みどり公園課長）細井 高行

５．課長職（23人）
▽［企］財政課長（［健］健康長寿課長）野口 純
一▽［企］市民税課長（［環］環境課長）高橋 正
展▽［企］固定資産税課長（［企］税務課長）羽
石 幸治▽［総］行政管理課長（［総］人事課主
幹）鈴木 段▽［市］市民課長（［健］福祉総務課
主幹）西口 以佐子▽［市］協働推進課長（［市］
文化スポーツ課主幹）峰岸 貴子▽［市］くらし
安心課課長 中山 正之▽［市］文化スポーツ課
長（［総］行政管理課長）増澤 直哉▽［環］みど
り公園課長（［都］都市計画課主幹）岡安 敦志
▽［健］担当課長（［健］福祉保健センター担当
課長）岩崎 一昭▽［健］担当課長（［市］市民課
長）早川 和男▽［健］担当課長 松山 由紀※再
任用▽［健］生活支援課長（［健］生活支援課主
幹）鈴木 久▽［健］健康長寿課長（［総］人事課
主幹）長友 弘毅▽［健］保険年金課長（［健］保
険年金課主幹）林 英一▽［健］福祉保健センタ
ー担当課長（［市］協働推進課長）遠藤 康雄▽
［健］福祉保健センター担当課長（［健］新型コ
ロナウイルスワクチン接種対策室担当課長）
仙波 敦雄▽［こ］こども家庭支援室担当課長
（［こ］こども家庭支援室主幹）工藤 朋代▽
［都］都市交通課課長（［総］管財入札課課長）
小原 央▽会計課長（［市］くらし安心課長）青
木 茂▽［教］教育総務課長（［企］資産経営課
主幹）金澤 哲▽［教］学務課長（［教］学務課主
幹）大森 雅彦▽［教］学校給食課長（会計課
長）嶋田 正晴

退職者（14人）　※3月31日付　
▽久川 理恵（［健］部長）▽星野 正義（［教］参

事）▽亀井 亨（［消］次長）▽福島 稔（［消］副
参事）▽佐藤 尚子（［教］教育政策室長）▽奥墨 
章（［市］担当課長）▽大河原 秀紀（［市］くら
し安心課課長）▽田中 庸介（［健］担当課長）
▽吉田 豊（［健］担当課長）▽松宮 晴子（［医］
診療室医長）▽牧野 正美（［消］消防第2課長）
▽星野 浩二（［消］消防第3課長）▽片岡 昭博
（［教］学務課長）▽小須田 始（［教］学校給食
課長）

小・中学校人事異動
（4月 1日発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］
▽戸田第一小　大沼 公子（笹目小・校長）▽
笹目小　武藤 昌博（笹目東小・校長）▽戸田
東小　髙橋 博美（戸一小・校長）▽笹目東小　
片岡 昭博（戸田市教委・学務課長）▽新曽北
小　星野 正義（戸田市教委・参事）▽喜沢中　
益田 光行（新曽中・教頭）▽笹目中　髙田 ひ
ろみ（喜沢中・校長）
［教頭］
▽戸田第一小　人見 礼子（新曽北小・主教）▽
戸田第二小　菊地 奈津子（笹目東小・主教）▽
新曽小　新井 宏和（戸田市教委・主任指導主
事）▽美谷本小　嶋 広志（戸田東小・教頭）▽
戸田東小　黒﨑 正彦（戸田市教委・指導主事）
▽戸田南小　永谷 拡紀（戸二小・教頭）▽喜沢
小　伊藤 裕二（新曽小・教頭）▽戸田中　藤田 
政貴（戸田市教委・主任指導主事）▽美笹中　
渡部 淳子（戸田中・教頭）▽新曽中　月出 達也
（笹目中・主教）

戸田市副市長の退任

内
うち
田
だ

 貴
たか
之
ゆき
氏（50歳）

略歴 令和2年4月1日
に就任以来、令和4年
3月31日までの2年間、
副市長の重責を果たし
退任。

戸田市副市長に就任

秋
あき

田
た

 大
だい

輔
すけ

氏
（48歳）

任期 令和4年4月1日～
令和8年3月31日（4年）
略歴 平成9年4月から
埼玉県職員。企画財政

部財政課主幹、保健医療部副部長付企
画幹など重要な役職を歴任。

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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成28年築（分譲マンション含む3階建以
上）　※長期優良住宅の場合はそれぞれ
さらに2年前に建てられたもの

 固定資産税課（内線287）

固定資産税・都市計画税納税通知書およ
び軽自動車税（種別割）納税通知書発送

令和4年度の納税通知書を発送しました。
 固定資産税課　土地・家屋担当（内線

281）、市民税課　諸税担当（内線208）

軽自動車税（種別割）の減免制度
軽自動車税（種別割）は、毎年4月 1日現
在の所有者に課税されます。身体障害者
などのために利用する軽自動車などは、
減免制度があります。　
※障害の区別、程度など要件あり
申込 5月31日（火）まで
※昨年度減免者には、申請書（継続用）を
送付しています。申請は毎年必要です

 市民税課（内線208）

戸田市商工業支援事業補助金制度
◆商店等新業種等転換支援事業
飲食店などの事業者が、新業種、新業態
または新形態に転換するに当たり、社会
的課題に対応する店舗の改修工事費（補
助率2分の 1、上限額50万円）および空
き店舗改修後の新規出店における賃借料
（補助率2分の 1、月額上限5万円、補助
期間 1 2カ月）を補助。感染症対策につい
ては改修工事費、消耗品、備品購入費
（補助率2分の 1、上限額50万円）を補助。
◆新技術研究開発支援事業
製造業、情報通信業、事業所向けサービ
ス業、建設業、運輸業の中小企業者が、
新技術や新商品の開発をする場合、その
経費の3分の 1を補助（上限あり）。
※訪問調査や審査会を経て可否を決定
◆ ISO等取得支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が、
ISO規格（9000シリーズ、1 4001、22 
000、27001、39001およびFSSC22 
000）、エコアクション2 1またはプライ
バシーマークを取得した際に、その経費
の3分の 1を補助（上限50万円）。
◆工業環境対策支援事業
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭を防止する設備を
導入した場合に、固定資産税相当額を補
助（上限 100万円）。
◆展示会等出展支援事業
国内外の展示会または見本市に出展し、
自社製品・技術の積極的な外部発信に対
する補助（上限20万円）。
◆産業立地推進事業補助金制度
製造業の事業者が、市内で工場などを新
たに立地（新設・増設・賃借）したり、機
械設備の新規導入や市内在住の従業員を
一定期間以上雇用した場合に補助（上限
あり）。　※4月 1日からIT関連企業が補
助対象になりました。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください
◆住宅改修資金助成金制度
市内在住者が市内本店の施工業者を利用
して20万円以上の個人住宅などの改修
工事を行う場合、その費用の 100分の5
を助成（上限 10万円）。
◆公的資格等取得支援事業補助金制度
市内の中小事業者が、事業者の負担で従
業員に公的資格などを取得させる場合、
または市内在住の求職者が就労目的で公

的資格などを取得する場合に、試験や講
習などを受講する経費を補助（上限5万
円）。対象となる資格および経費は、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。
◆工業見える化プレートの無料交付
自社の事業を理解し、身近に感じてもら
うことを目指し、市民へ事業者が情報発
信する手段として、「工業見える化プレ
ート」の作成・交付を行っています。交
付事業者は、市ホームページにも掲載し
ます。　※費用無料

 経済戦略室（内線398）

530（ゴミゼロ）運動実践活動
まちをきれいにすることで、川や海へ流
れ出るごみが減り、海洋汚染の防止にも
つながります。積極的なご参加・ご協力
をお願いします。
とき 6月5日（日）、午前7時～8時　※雨
天時は 1 2日（日）に延期
ところ 活動場所は、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）

福祉総合相談窓口
相談先が分からない福祉の困りごとを専
門スタッフが適切な関係機関へつなぎま
す（事前にご連絡ください）。
とき 月～金曜日、午前8時30分～午後5
時 1 5分　※祝日、年末年始を除く
ところ 市役所 1階（生活支援課内）
対象 福祉に関する相談のある市内在住
者および親族など　※住民登録の有無は
問いません

 福祉総合相談窓口　446-7838／to
dafukushi@roukyou.gr.jp

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
申請期限 6月30日（木）まで延長
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）

国民健康保険の保険証の送付方法
国民健康保険の保険証の送付方法が特定
記録郵便に変更になりました。8月 1日
付けの一斉更新分の送付方法を簡易書留
郵便に変更する場合は、封書またはハガ
キに「簡易書留希望」と明記の上、①保
険証の記号番号（戸田＋保険証の右上の
6桁の数字）、②住所、③世帯主の氏名
および生年月日、④電話番号を記入の上、
5月20日（金）までにお申し込みください。
また、保険年金課窓口でも住民票上同一
世帯の方に限りお申し込みできます。詳
しくは市ホームページをご覧ください。　
※一斉更新分の保険証は6月
下旬から順次発送予定です

 保険年金課（内線247）

検察審査会
交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪被害に
遭ったが、検察官がその事件を起訴して
くれないなどの不満をお持ちの方は、検
察審査会にお問い合わせください。審査
申立や手続案内に費用はかかりません。
審査員は、選挙権を持つ 1 8歳以上の方
の中から「くじ」で選ばれます。

 さいたま第一検察審査会事務局　04 
8 -863-87 14

農薬の適正使用
農薬を使用する際は、使用方法や注意事
項を厳守し、散布区域外に飛散しないよ
う十分注意してください。できるだけ農
薬以外の防除方法を検討し、やむを得ず
農薬を散布するときは、事前に周辺住民
や施設利用者などに周知するとともに風
向きなどに十分注意して、事故防止に努
めてください。

 県農産物安全課　048 -830-4053

日本年金機構 
ねんきんサテライト川口の開所

5月9日（月）、JR川口駅前に、年金相談
のほか国民年金に加入中の方も利用でき
る窓口として開所します。受付は午前8
時30分～午後5時 1 5分（土・日曜日、祝
日を除く）　※詳しくは日本年金機構ホ
ームページをご覧ください

HACCPに沿った衛生管理
食品衛生法の改正により、令和3年6月

事）▽亀井 亨（［消］次長）▽福島 稔（［消］副
参事）▽佐藤 尚子（［教］教育政策室長）▽奥墨 
章（［市］担当課長）▽大河原 秀紀（［市］くら
し安心課課長）▽田中 庸介（［健］担当課長）
▽吉田 豊（［健］担当課長）▽松宮 晴子（［医］
診療室医長）▽牧野 正美（［消］消防第2課長）
▽星野 浩二（［消］消防第3課長）▽片岡 昭博
（［教］学務課長）▽小須田 始（［教］学校給食
課長）

小・中学校人事異動
（4月 1日発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］
▽戸田第一小　大沼 公子（笹目小・校長）▽
笹目小　武藤 昌博（笹目東小・校長）▽戸田
東小　髙橋 博美（戸一小・校長）▽笹目東小　
片岡 昭博（戸田市教委・学務課長）▽新曽北
小　星野 正義（戸田市教委・参事）▽喜沢中　
益田 光行（新曽中・教頭）▽笹目中　髙田 ひ
ろみ（喜沢中・校長）
［教頭］
▽戸田第一小　人見 礼子（新曽北小・主教）▽
戸田第二小　菊地 奈津子（笹目東小・主教）▽
新曽小　新井 宏和（戸田市教委・主任指導主
事）▽美谷本小　嶋 広志（戸田東小・教頭）▽
戸田東小　黒﨑 正彦（戸田市教委・指導主事）
▽戸田南小　永谷 拡紀（戸二小・教頭）▽喜沢
小　伊藤 裕二（新曽小・教頭）▽戸田中　藤田 
政貴（戸田市教委・主任指導主事）▽美笹中　
渡部 淳子（戸田中・教頭）▽新曽中　月出 達也
（笹目中・主教）

※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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から一部を除く食品関係施設でHACC 
Pに沿った衛生管理が義務化されました。
「HACCP」実施のための相談は下記連
絡先へお願いします。

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

リサイクル自転車の販売
とき 5月8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）

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第 1期分
軽自動車税（種別割）…定期
納期限は、5月31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 5月 1日（日）、6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）

不用品登録窓口［市民対象・無償譲渡］
● ゆずります
子ども用自転車、男児向け絵本、自
動車用ジャッキアップ、プリンター
用カラーインク、介護パンツ、サイ
ドボード、タイヤチェーン、バーベ
キュー用炭、ホワイトボード、尿取
りパッド、マタニティドレス（150 
cm）
● ゆずってください
戸田東中制服・体操着（女子）、和
光高校制服（男子）、車椅子、子ど
も服（女児、90cm）、子ども用足
けり自転車、子ども乗せ自転車、電
動バウンサー、ベビーベッド、電子
ピアノ、茶箱、畑用支柱・じょうろ、
スコップ
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
美里町じゃがいも掘り
とき 6月4日（土）、市役所南側駐車場午
前8時50分集合、9時出発　※午後4時
頃帰着予定。雨天決行
対象・定員 市民、40人　※同伴できる
幼児は3歳以上（令和4年4月1日現在）
費用 1人2,500円（じゃがいも10株）
持ち物 弁当、飲み物、長靴、手袋、雨
具、いも掘り用シャベル、レジャーシー
ト　※汚れても大丈夫な服装で来てくだ
さい。着替え、タオル、マスクの替えな
どを必ずお持ちください
申込 5月16日（月）必着で、「じゃがいも
掘り希望」と記入し、代表者の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、グループ
（4人まで）の人は全員の氏名（ふりがな）
と年齢を記入して電子メール（saitama 
@keio-kanko.co.jp）またはFAX（048-
647-0018）またはハガキにて応募
※小学生以下は保護者の同伴が必要。重
複申込は不可。応募多数は抽選、5月18
日（水）以降に結果発送予定

 京王観光株式会社さいたま支店（さい
たま市大宮区宮町2-55-2第一大宮ビル8
階）　048-647-0025（営業時間：月～金、
午前9時～午後6時）

第41回戸田市陸上記録会
とき 6月5日（日）、午前9時15分～午後0

時30分　※受付：午前9時～、開会式：
午前9時15分～。雨天中止
ところ スポーツセンター陸上競技場
競技種目 1人2種目まで（リレーは除く）　
※参加者全員に記録証あり

区分 男子 女子

一般・
高校生

1 00m、
400m、
1 500m、
5000m、
400mリレー、
1 600mリレー

100m、
800m、
3000m、
400mリレー

中学生

1 00m、
200m、
400m、
800m、
1 500m、
3000m、
400mリレー

100m、
200m、
800m、
3000m、
400mリレー

小学生
（4年生以上）

1 00m、
1 000m

100m、
1000m

対象 市内在住・在勤・在学者
費用 一般：200円、高校生：100円
※小・中学生は無料
申込 5月25日（水）必着で住所、氏名、
性別、電話番号、所属、学校名と学年、
参加種目を記入し、電子メール（todar 
ikukyou@jcom.zaq.ne.jp）で　
※当日受付時間までに直接会場へ集合。
車での来場は不可

 市陸上競技協会 熊木　445-9869

打って！走って！ティーボール体験会
とき 5月29日（日）、①午前9時～10時
20分　②午前10時30分～11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、各部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 5月20日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号、希望する時間を電話ま
たは電子メール（bunka-sport@city.
toda.saitama.jp）で　※申込順、参加
賞あり

 文化スポーツ課（内線339）

子育てサロン（はじめましてサロン）
とき ①5月20日（金）　②5月25日（水）、
各日午前10時～11時30分
ところ ①戸田第一小学校 親子ふれあ

い広場　②新曽北小学校 親子ふれあい
広場
対象・定員 市内に転入して約半年以内、
または親子ふれあい広場を初めて利用す
る方、5組（0～おおむね3歳未満の子を
対象）
申込 5月2日（月）～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3回さくらパルさくらづくし
4月に募集した市内の桜の写真・桜にち
なんだ作品を展示します。
展示期間 5月18日（水）～6月30日（木）　
※最終日の展示は午後3時まで。詳しくは
さくらパルホームページをご覧ください
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
1階　市民ギャラリー

 新曽南多世代交流館（さくらパル）
229-1061

身体障害者対象サロン
①料理　②紙すき
とき ①5月20日（金）　②6月10日（金）、
各日午前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
内容 ①手軽で簡単にできる身近な食材
を使った料理をつくる　②オリジナルの
ハガキをつくる
対象・定員 身体障害者、9人
費用 ①500円　②無料
申込 ①5月1日（日）～受付　※電話、Ｆ
ＡＸ可　②6月8日（水）までに、電話ま
たはFAX（441-5031）で
※申込順。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　445-1828

山菜採取を楽しむ会
とき 5月21日（土）、22日（日）
ところ 会津高杖ヶ原周辺
定員 20人　※先着
費用 大人10,500円、小学生7,800円　
※費用は宿泊費、温泉入浴代で交通費は
各自負担。申込者には募集要項を郵送ま
たはメールで送付、参加者には別途、実
施要項を郵送またはメールします

 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848
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から一部を除く食品関係施設でHACC 
Pに沿った衛生管理が義務化されました。
「HACCP」実施のための相談は下記連
絡先へお願いします。

 県南部保健所　048 -262-61 1 1

リサイクル自転車の販売
とき 5月8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）

《今月の納税》
固定資産税・都市計画税…第 1期分
軽自動車税（種別割）…定期
納期限は、5月31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 5月 1日（日）、6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）

不用品登録窓口［市民対象・無償譲渡］
● ゆずります
子ども用自転車、男児向け絵本、自
動車用ジャッキアップ、プリンター
用カラーインク、介護パンツ、サイ
ドボード、タイヤチェーン、バーベ
キュー用炭、ホワイトボード、尿取
りパッド、マタニティドレス（150 
cm）
● ゆずってください
戸田東中制服・体操着（女子）、和
光高校制服（男子）、車椅子、子ど
も服（女児、90cm）、子ども用足
けり自転車、子ども乗せ自転車、電
動バウンサー、ベビーベッド、電子
ピアノ、茶箱、畑用支柱・じょうろ、
スコップ
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

イ ベ ン ト
美里町じゃがいも掘り
とき 6月4日（土）、市役所南側駐車場午
前8時50分集合、9時出発　※午後4時
頃帰着予定。雨天決行
対象・定員 市民、40人　※同伴できる
幼児は3歳以上（令和4年4月1日現在）
費用 1人2,500円（じゃがいも10株）
持ち物 弁当、飲み物、長靴、手袋、雨
具、いも掘り用シャベル、レジャーシー
ト　※汚れても大丈夫な服装で来てくだ
さい。着替え、タオル、マスクの替えな
どを必ずお持ちください
申込 5月16日（月）必着で、「じゃがいも
掘り希望」と記入し、代表者の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、グループ
（4人まで）の人は全員の氏名（ふりがな）
と年齢を記入して電子メール（saitama 
@keio-kanko.co.jp）またはFAX（048-
647-0018）またはハガキにて応募
※小学生以下は保護者の同伴が必要。重
複申込は不可。応募多数は抽選、5月18
日（水）以降に結果発送予定

 京王観光株式会社さいたま支店（さい
たま市大宮区宮町2-55-2第一大宮ビル8
階）　048-647-0025（営業時間：月～金、
午前9時～午後6時）

第41回戸田市陸上記録会
とき 6月5日（日）、午前9時15分～午後0

時30分　※受付：午前9時～、開会式：
午前9時15分～。雨天中止
ところ スポーツセンター陸上競技場
競技種目 1人2種目まで（リレーは除く）　
※参加者全員に記録証あり

区分 男子 女子

一般・
高校生

1 00m、
400m、
1 500m、
5000m、
400mリレー、
1 600mリレー

100m、
800m、
3000m、
400mリレー

中学生

1 00m、
200m、
400m、
800m、
1 500m、
3000m、
400mリレー

100m、
200m、
800m、
3000m、
400mリレー

小学生
（4年生以上）

1 00m、
1 000m

100m、
1000m

対象 市内在住・在勤・在学者
費用 一般：200円、高校生：100円
※小・中学生は無料
申込 5月25日（水）必着で住所、氏名、
性別、電話番号、所属、学校名と学年、
参加種目を記入し、電子メール（todar 
ikukyou@jcom.zaq.ne.jp）で　
※当日受付時間までに直接会場へ集合。
車での来場は不可

 市陸上競技協会 熊木　445-9869

打って！走って！ティーボール体験会
とき 5月29日（日）、①午前9時～10時
20分　②午前10時30分～11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、各部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 5月20日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号、希望する時間を電話ま
たは電子メール（bunka-sport@city.
toda.saitama.jp）で　※申込順、参加
賞あり

 文化スポーツ課（内線339）

子育てサロン（はじめましてサロン）
とき ①5月20日（金）　②5月25日（水）、
各日午前10時～11時30分
ところ ①戸田第一小学校 親子ふれあ

い広場　②新曽北小学校 親子ふれあい
広場
対象・定員 市内に転入して約半年以内、
または親子ふれあい広場を初めて利用す
る方、5組（0～おおむね3歳未満の子を
対象）
申込 5月2日（月）～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3回さくらパルさくらづくし
4月に募集した市内の桜の写真・桜にち
なんだ作品を展示します。
展示期間 5月18日（水）～6月30日（木）　
※最終日の展示は午後3時まで。詳しくは
さくらパルホームページをご覧ください
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
1階　市民ギャラリー

 新曽南多世代交流館（さくらパル）
229-1061

身体障害者対象サロン
①料理　②紙すき
とき ①5月20日（金）　②6月10日（金）、
各日午前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
内容 ①手軽で簡単にできる身近な食材
を使った料理をつくる　②オリジナルの
ハガキをつくる
対象・定員 身体障害者、9人
費用 ①500円　②無料
申込 ①5月1日（日）～受付　※電話、Ｆ
ＡＸ可　②6月8日（水）までに、電話ま
たはFAX（441-5031）で
※申込順。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　445-1828

山菜採取を楽しむ会
とき 5月21日（土）、22日（日）
ところ 会津高杖ヶ原周辺
定員 20人　※先着
費用 大人10,500円、小学生7,800円　
※費用は宿泊費、温泉入浴代で交通費は
各自負担。申込者には募集要項を郵送ま
たはメールで送付、参加者には別途、実
施要項を郵送またはメールします

 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848
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時30分　※受付：午前9時～、開会式：
午前9時15分～。雨天中止
ところ スポーツセンター陸上競技場
競技種目 1人2種目まで（リレーは除く）　
※参加者全員に記録証あり

区分 男子 女子

一般・
高校生

1 00m、
400m、
1 500m、
5000m、
400mリレー、
1 600mリレー

100m、
800m、
3000m、
400mリレー

中学生

1 00m、
200m、
400m、
800m、
1 500m、
3000m、
400mリレー

100m、
200m、
800m、
3000m、
400mリレー

小学生
（4年生以上）

1 00m、
1 000m

100m、
1000m

対象 市内在住・在勤・在学者
費用 一般：200円、高校生：100円
※小・中学生は無料
申込 5月25日（水）必着で住所、氏名、
性別、電話番号、所属、学校名と学年、
参加種目を記入し、電子メール（todar 
ikukyou@jcom.zaq.ne.jp）で　
※当日受付時間までに直接会場へ集合。
車での来場は不可

 市陸上競技協会 熊木　445-9869

打って！走って！ティーボール体験会
とき 5月29日（日）、①午前9時～10時
20分　②午前10時30分～11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、各部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 5月20日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号、希望する時間を電話ま
たは電子メール（bunka-sport@city.
toda.saitama.jp）で　※申込順、参加
賞あり

 文化スポーツ課（内線339）

子育てサロン（はじめましてサロン）
とき ①5月20日（金）　②5月25日（水）、
各日午前10時～11時30分
ところ ①戸田第一小学校 親子ふれあ

い広場　②新曽北小学校 親子ふれあい
広場
対象・定員 市内に転入して約半年以内、
または親子ふれあい広場を初めて利用す
る方、5組（0～おおむね3歳未満の子を
対象）
申込 5月2日（月）～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3回さくらパルさくらづくし
4月に募集した市内の桜の写真・桜にち
なんだ作品を展示します。
展示期間 5月18日（水）～6月30日（木）　
※最終日の展示は午後3時まで。詳しくは
さくらパルホームページをご覧ください
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパル）
1階　市民ギャラリー

 新曽南多世代交流館（さくらパル）
229-1061

身体障害者対象サロン
①料理　②紙すき
とき ①5月20日（金）　②6月10日（金）、
各日午前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
内容 ①手軽で簡単にできる身近な食材
を使った料理をつくる　②オリジナルの
ハガキをつくる
対象・定員 身体障害者、9人
費用 ①500円　②無料
申込 ①5月1日（日）～受付　※電話、Ｆ
ＡＸ可　②6月8日（水）までに、電話ま
たはFAX（441-5031）で
※申込順。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　445-1828

山菜採取を楽しむ会
とき 5月21日（土）、22日（日）
ところ 会津高杖ヶ原周辺
定員 20人　※先着
費用 大人10,500円、小学生7,800円　
※費用は宿泊費、温泉入浴代で交通費は
各自負担。申込者には募集要項を郵送ま
たはメールで送付、参加者には別途、実
施要項を郵送またはメールします

 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

募 集
はたちの集い実行委員
はたちの皆さん、一生に一度の成人式を
自分たちでつくり上げませんか。
とき 7月～令和5年2月（実行委員会は月
1、2回開催予定）
対象・定員 平成 1 4年4月2日～平成 1 5
年4月 1日生まれ、1 5人程度
申込 6月30日（木）までに、件名を「は
たちの集い実行委員希望」とし、氏名（ふ
りがな）、生年月日、住所、電話番号を
電子メール（jidoseisyonen@city.to 
da.saitama.jp）で

 児童青少年課（内線314）

とだファミリー・
サポート・センター会員

とき 6月4日（土）、1 8日（土）、午前 10
時～ 1 1時30分　
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。協力会員希望者は講
習会の受講が必要です。個別入会説明会
も実施しています。満 1 8歳以上の方から
協力会員に登録できるようになりました

 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 ①5月8日（日）、午前 10時～正午　
②5月9日（月）、午前 10時～正午　③5
月 10日（火）、午前 10時～正午　④5月
1 1日（水）、午後2時～4時　※②のみ女
性限定説明会
ところ ①②③シルバー人材センター　
④笹目コミュニティセンター　セミナー
ルーム302
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

福祉作業所もくせい園パート職員
職種 支援従事員　

募集人数 1～2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～令和5年3月31日　
※年度更新する場合あり
勤務日時 月～金曜日のうち週3日、午前
8時30分～午後4時（休憩 1時間）または、
週3日以上で午前8時30分～午後 1時、
午前 1 1時～午後2時、午前 1 1時～午後4
時など応相談
勤務場所 福祉作業所もくせい園
賃金 時給 1 ,020円　※交通費など支給
あり
加入保険 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郵送または持参
選考 書類審査および面接　※施設見学
可。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

サブスクリプションによる
エアコン利用のモニター

環境省のモデル事業として、サブスクリ
プションによるエアコン利用サービスを
試行します。毎月、定額料金を支払うこ
とで、設置にかかる初期費用を抑え、省
エネ性能に優れた高効率エアコンを利用
できます。
対象 市内在住で、①または②を満たす
世帯　
①65歳以上の方のみで構成されている
世帯
②小学生以下の子どものいる世帯
※専用アプリと連動しているため、スマ
ートフォンが必要
定員 120世帯程度（応募者の中から抽選）
設置機種 富士通ゼネラル製「ノクリアX
シリーズ」（6・8・10・1 4畳用）
契約期間 6月頃～3年間
利用料金 月額2,000円～　※設置する
エアコンの種類やインターネット環境の
有無により異なります。電気代は含みま
せん
応募方法 5月 1 3日（金）までにWeb上
の応募フォームまたはチラシ裏面の応募
フォームをFAX（050-3488 -8092）
で　※チラシは環境課窓口などで配布。
WebまたはFAXによる申し込みが困難
な方は、環境課（内線377）にご相談くだ

※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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さい
抽選結果 5月 16日（月）に当選者へメー
ルで
実施事業者 特定非営利活動法人 価値創
造プラットフォーム
協力 株式会社富士通ゼネラル、戸田市
その他 モデル事業のため、エアコンの
稼働状況などのデータ計測や利用者アン
ケートを行います。詳しくは
ホームページやパンフレット
をご覧ください

 ①ホームページ上のWebフォーム　
②エアコンサブスク対応窓口（airco 
n@toda.city）

講 室座 ・ 教
カヌー体験教室in彩湖
とき 5月2 1日（土）、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 小学生以上の市内在住・在勤・
在学者、各回先着 10人（重複申し込みは
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 5月9日（月）午前9時～ 13日（金）ま
でに文化スポーツ課へ　※電話可

 文化スポーツ課（内線339）

親子ボート教室参加者
とき 5月22日、29日、6月5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：県戸
田第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学4年生以上の子と保護者、先着 10組
20人
費用 1組600円（保険料など）
持ち物 運動できる服装、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
申込 5月 10日（火）午前9時～ 1 8日（水）
までに文化スポーツ課へ
※電話可。費用は初日に現地で徴収

 文化スポーツ課（内線339）

【戸田市民大学】身近に学ぶSDGs
〜はじめよう！ SDGsアクション〜

SDGsの基礎知識や私たちができる取
り組みを、受講者の皆さんと考えます。
とき 6月25日（土）、午前 10時～ 1 1時
30分
ところ 市役所5階　大会議室
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
20人
講師 共創企画課職員
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（お持
ちの方）
申込 5月9日（月）午前8時30分～、氏名、
電話番号、年代、講座名、受講方法を明記
の上、QRコードの申込フォームまたは電
子メール（kyo-syogaigaku@city.toda. 
saitama. jp）、電話、FAX（432-9910）で
※費用無料、申込順。入学手
続き不要

 市民大学事務局［生涯学習
課内］（内線308）

就職支援セミナー
生涯現役の働き方

とき 5月23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 生涯現役の働き方（キャリアデザイ
ン）について考える
講師 キャリアプラザ埼玉　永

なが
田
た

 望
のぞみ
さん、

渡
わた
辺
なべ

 洋
ひろし
さん

対象・定員 求職中の方、1 2人（変更に
なる場合あり）
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）

就職支援セミナー
簿記入門セミナー

とき 5月25日（水）、26日（木）、午前9
時30分～午後0時30分
ところ 教育センター2階　第 1、2会議室
内容 簿記3級受験に必要な知識を学ぶ
講師 PCセミナー　池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん　

対象・定員 両日参加でき、求職中の方、
1 2人
持ち物 筆記用具、電卓
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）

プチ講座　〜きょうだいのいるくらし〜
とき 5月18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 5月15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

まちづくり講座
住み慣れた地域で生きがい・やりがいを
見つけませんか？
とき ①5月 10日（火）　②5月25日（水）　
③6月1日（水）、午後 1時30分～3時30分
ところ 文化会館　会議室301
内容 ①コロナ禍の現状「地域で働きた
い」　②子どもの現状「居場所をつくりた
い」　③「動き出せば変えられる」くらし
やすいまちづくりを一緒に
講師 ①市福祉総合相談窓口　中

なか
島
じま

 幹
みき
益
えき

さん　②市内学童そら　所長　土
つち
屋
や

 叶
かな

子
こ
さん　③NPO法人ワーカーズコープ

代表理事　田
た
中
なか

 羊
よう
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤者、各20人　
※費用無料、先着順
持ち物 ボールペン
申込 5月31日（火）までに電話、電子メ
ール（isono@roukyou.gr.jp）で

 戸田ぽけっと　クドウ　299-6105

講演会「大人が輝けば未来も輝
く〜子どもたちへのバトン〜」

とき 6月 1 2日（日）、午後 1時 1 5分～3
時40分
ところ 文化会館　大ホール

広報戸田市の有料広告

※版下は広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 5月 13日（金）までに申込書を電子メール（hisyo@city.toda.saitama.jp）または持参

 市長公室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 8月号、9月号、
1 0月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

講師 メンタルトレーナー　大
おお
嶋
しま

 啓
けい
介
すけ
さん

内容 講師は菊
きく
池
ち

 雄
ゆう
星
せい
選手・大

おお
谷
たに

 翔
しょう
平
へい

選手の母校花巻東高校をはじめ 100校
以上のチームづくりに携わり、24校を
甲子園に導いた実績を持つ。コロナ禍で
将来を不安に感じる中、日本屈指のメン
タルトレーナーが伝える人生、未来への
ヒント
対象・定員 中学生以上、600人（手話通
訳あり）
費用 前売り 1 ,500円、当日 1 ,800円　
※高校生以下無料
申込 文化会館（チケット販売）445-13 
1 1

 青木 真由美　090-8649-
6614／angel.smile.tod 
a@gmail.com

伝統文化親子教室　
日本舞踊をおどりましょう

とき 6月 1 2日、7月31日、8月28日、9
月25日、1 0月30日、1 1月6日の日曜日
（全6回）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 文化会館　練習室Bほか
内容 日本舞踊「お月さま」を練習し、蕨
市文化祭邦楽舞踊連盟大会で発表する
講師 蕨市邦楽舞踊連盟講師
対象・定員 年長児～中学生、保護者ほか、

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

レンジで作る
時短料理教室

5／25（水）
10：00～ 1 2：00

2階
キッチン
スタジオ

電子レンジで時間をか
けず簡単においしくで
きる料理２品のコツを
学ぶ

市内在住・
在勤者、16
人

1 ,000円
エプロン、
三角巾、
持ち帰り容器

国際
クッキング
スクール
副校長
内
うち

堀
ぼり

 惠
けい

子
こ

さん

5／4（祝・水）
～20（金）

和の伝統折り紙講座 6／ 10（金）
10：00～ 1 2：00

3階 
セミナー
ルーム 
302

日本の伝統文化であ
る折り紙であじさいの
壁飾りをつくる

市内在住・在
勤者、20人 500円 持ち帰り用袋

日本折り紙
協会
萩
はぎ
原
わら

 きみ江
え

さん

5／5（祝・木）
～6／5（日）

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

市内在住・在
勤者で会員登
録をした者

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 Pointコース 6／9、16、23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、
7人

3,000円

5／5（祝・木）～
25（水）
※申込順、電話可。
希望者2人以下は
中止ホームページ作成 6／ 1 5（水）～ 1 7（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
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さい
抽選結果 5月 16日（月）に当選者へメー
ルで
実施事業者 特定非営利活動法人 価値創
造プラットフォーム
協力 株式会社富士通ゼネラル、戸田市
その他 モデル事業のため、エアコンの
稼働状況などのデータ計測や利用者アン
ケートを行います。詳しくは
ホームページやパンフレット
をご覧ください

 ①ホームページ上のWebフォーム　
②エアコンサブスク対応窓口（airco 
n@toda.city）

講 室座 ・ 教
カヌー体験教室in彩湖
とき 5月2 1日（土）、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 小学生以上の市内在住・在勤・
在学者、各回先着 10人（重複申し込みは
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 5月9日（月）午前9時～ 13日（金）ま
でに文化スポーツ課へ　※電話可

 文化スポーツ課（内線339）

親子ボート教室参加者
とき 5月22日、29日、6月5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：県戸
田第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 市内在住・在勤・在学の小
学4年生以上の子と保護者、先着 10組
20人
費用 1組600円（保険料など）
持ち物 運動できる服装、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
申込 5月 10日（火）午前9時～ 1 8日（水）
までに文化スポーツ課へ
※電話可。費用は初日に現地で徴収

 文化スポーツ課（内線339）

【戸田市民大学】身近に学ぶSDGs
〜はじめよう！ SDGsアクション〜

SDGsの基礎知識や私たちができる取
り組みを、受講者の皆さんと考えます。
とき 6月25日（土）、午前 10時～ 1 1時
30分
ところ 市役所5階　大会議室
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
20人
講師 共創企画課職員
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（お持
ちの方）
申込 5月9日（月）午前8時30分～、氏名、
電話番号、年代、講座名、受講方法を明記
の上、QRコードの申込フォームまたは電
子メール（kyo-syogaigaku@city.toda. 
saitama. jp）、電話、FAX（432-9910）で
※費用無料、申込順。入学手
続き不要

 市民大学事務局［生涯学習
課内］（内線308）

就職支援セミナー
生涯現役の働き方

とき 5月23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 生涯現役の働き方（キャリアデザイ
ン）について考える
講師 キャリアプラザ埼玉　永

なが
田
た

 望
のぞみ
さん、

渡
わた
辺
なべ

 洋
ひろし
さん

対象・定員 求職中の方、1 2人（変更に
なる場合あり）
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）

就職支援セミナー
簿記入門セミナー

とき 5月25日（水）、26日（木）、午前9
時30分～午後0時30分
ところ 教育センター2階　第 1、2会議室
内容 簿記3級受験に必要な知識を学ぶ
講師 PCセミナー　池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん　

対象・定員 両日参加でき、求職中の方、
1 2人
持ち物 筆記用具、電卓
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）

プチ講座　〜きょうだいのいるくらし〜
とき 5月18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 5月15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

まちづくり講座
住み慣れた地域で生きがい・やりがいを
見つけませんか？
とき ①5月 10日（火）　②5月25日（水）　
③6月1日（水）、午後 1時30分～3時30分
ところ 文化会館　会議室301
内容 ①コロナ禍の現状「地域で働きた
い」　②子どもの現状「居場所をつくりた
い」　③「動き出せば変えられる」くらし
やすいまちづくりを一緒に
講師 ①市福祉総合相談窓口　中

なか
島
じま

 幹
みき
益
えき

さん　②市内学童そら　所長　土
つち
屋
や

 叶
かな

子
こ
さん　③NPO法人ワーカーズコープ

代表理事　田
た
中
なか

 羊
よう
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤者、各20人　
※費用無料、先着順
持ち物 ボールペン
申込 5月31日（火）までに電話、電子メ
ール（isono@roukyou.gr.jp）で

 戸田ぽけっと　クドウ　299-6105

講演会「大人が輝けば未来も輝
く〜子どもたちへのバトン〜」

とき 6月 1 2日（日）、午後 1時 1 5分～3
時40分
ところ 文化会館　大ホール

広報戸田市の有料広告

※版下は広告主が作成してください。申込書は市ホームページから取得可
申込 5月 13日（金）までに申込書を電子メール（hisyo@city.toda.saitama.jp）または持参

 市長公室（内線423）

広告媒体 掲載期間 掲載規格 募集枠 掲載料（月額）

広報 戸田市 8月号、9月号、
1 0月号 縦 7.5㎝×横5.5㎝ 4区画 1区画 10,000円

講師 メンタルトレーナー　大
おお
嶋
しま

 啓
けい
介
すけ
さん

内容 講師は菊
きく
池
ち

 雄
ゆう
星
せい
選手・大

おお
谷
たに

 翔
しょう
平
へい

選手の母校花巻東高校をはじめ 100校
以上のチームづくりに携わり、24校を
甲子園に導いた実績を持つ。コロナ禍で
将来を不安に感じる中、日本屈指のメン
タルトレーナーが伝える人生、未来への
ヒント
対象・定員 中学生以上、600人（手話通
訳あり）
費用 前売り 1 ,500円、当日 1 ,800円　
※高校生以下無料
申込 文化会館（チケット販売）445-13 
1 1

 青木 真由美　090-8649-
6614／angel.smile.tod 
a@gmail.com

伝統文化親子教室　
日本舞踊をおどりましょう

とき 6月 1 2日、7月31日、8月28日、9
月25日、1 0月30日、1 1月6日の日曜日
（全6回）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 文化会館　練習室Bほか
内容 日本舞踊「お月さま」を練習し、蕨
市文化祭邦楽舞踊連盟大会で発表する
講師 蕨市邦楽舞踊連盟講師
対象・定員 年長児～中学生、保護者ほか、

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

レンジで作る
時短料理教室

5／25（水）
10：00～ 1 2：00

2階
キッチン
スタジオ

電子レンジで時間をか
けず簡単においしくで
きる料理２品のコツを
学ぶ

市内在住・
在勤者、16
人

1 ,000円
エプロン、
三角巾、
持ち帰り容器

国際
クッキング
スクール
副校長
内
うち

堀
ぼり

 惠
けい

子
こ

さん

5／4（祝・水）
～20（金）

和の伝統折り紙講座 6／ 10（金）
10：00～ 1 2：00

3階 
セミナー
ルーム 
302

日本の伝統文化であ
る折り紙であじさいの
壁飾りをつくる

市内在住・在
勤者、20人 500円 持ち帰り用袋

日本折り紙
協会
萩
はぎ
原
わら

 きみ江
え

さん

5／5（祝・木）
～6／5（日）

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

市内在住・在
勤者で会員登
録をした者

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 Pointコース 6／9、16、23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、
7人

3,000円

5／5（祝・木）～
25（水）
※申込順、電話可。
希望者2人以下は
中止ホームページ作成 6／ 1 5（水）～ 1 7（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
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就職支援セミナー
簿記入門セミナー

とき 5月25日（水）、26日（木）、午前9
時30分～午後0時30分
ところ 教育センター2階　第 1、2会議室
内容 簿記3級受験に必要な知識を学ぶ
講師 PCセミナー　池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん　

対象・定員 両日参加でき、求職中の方、
1 2人
持ち物 筆記用具、電卓
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）

プチ講座　〜きょうだいのいるくらし〜
とき 5月18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 5月15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

まちづくり講座
住み慣れた地域で生きがい・やりがいを
見つけませんか？
とき ①5月 10日（火）　②5月25日（水）　
③6月1日（水）、午後 1時30分～3時30分
ところ 文化会館　会議室301
内容 ①コロナ禍の現状「地域で働きた
い」　②子どもの現状「居場所をつくりた
い」　③「動き出せば変えられる」くらし
やすいまちづくりを一緒に
講師 ①市福祉総合相談窓口　中

なか
島
じま

 幹
みき
益
えき

さん　②市内学童そら　所長　土
つち
屋
や

 叶
かな

子
こ
さん　③NPO法人ワーカーズコープ

代表理事　田
た
中
なか

 羊
よう
子
こ
さん

対象・定員 市内在住・在勤者、各20人　
※費用無料、先着順
持ち物 ボールペン
申込 5月31日（火）までに電話、電子メ
ール（isono@roukyou.gr.jp）で

 戸田ぽけっと　クドウ　299-6105

講演会「大人が輝けば未来も輝
く〜子どもたちへのバトン〜」

とき 6月 1 2日（日）、午後 1時 1 5分～3
時40分
ところ 文化会館　大ホール

講師 メンタルトレーナー　大
おお
嶋
しま

 啓
けい
介
すけ
さん

内容 講師は菊
きく
池
ち

 雄
ゆう
星
せい
選手・大

おお
谷
たに

 翔
しょう
平
へい

選手の母校花巻東高校をはじめ 100校
以上のチームづくりに携わり、24校を
甲子園に導いた実績を持つ。コロナ禍で
将来を不安に感じる中、日本屈指のメン
タルトレーナーが伝える人生、未来への
ヒント
対象・定員 中学生以上、600人（手話通
訳あり）
費用 前売り 1 ,500円、当日 1 ,800円　
※高校生以下無料
申込 文化会館（チケット販売）445-13 
1 1

 青木 真由美　090-8649-
6614／angel.smile.tod 
a@gmail.com

伝統文化親子教室　
日本舞踊をおどりましょう

とき 6月 1 2日、7月31日、8月28日、9
月25日、1 0月30日、1 1月6日の日曜日
（全6回）、午前 10時～ 1 1時30分
ところ 文化会館　練習室Bほか
内容 日本舞踊「お月さま」を練習し、蕨
市文化祭邦楽舞踊連盟大会で発表する
講師 蕨市邦楽舞踊連盟講師
対象・定員 年長児～中学生、保護者ほか、

1 5人
※費用無料。応募者多数の場合は抽選
持ち物 ゆかた・帯・たび（白靴下でも可）
など
申込 5月23日（月）までに、電話または
電子メール（gsuchan728@gmail.c 
om）で蕨市邦楽舞踊連盟へ

 蕨市邦楽舞踊連盟　山根　048 -44 
5-0513

こどものための自転車教室
とき 5月 1 5日（日）、午後１時～3時
※雨天決行
ところ ボートレース戸田　イベントホー
ル・駐車場無料　
定員 20人　※費用無料、保護者同伴
内容 ①自転車補助輪外し教室・安全指
導（4歳以上）　②キックバイク体験会　
（2歳以上）　※②は貸し出しあり
持ち物 ①自転車、ヘルメット、運動ので
きる服装　②運動のできる服装
申込 QRコードから事前申し
込み

 市サイクリング連盟　420-5100

【市民大学特別講座】現在のウクライナ情勢の
根源にあるもの〜ウクライナの歴史と文化〜

とき 5月29日（日）、午後2時～3時30分

ところ 市役所5階　大会議室
内容 ロシアとの関わりにおいてウクラ
イナの歴史を概観し、ロシアとは異なる
独自の文化を築いてきたウクライナがロ
シアに対して抱く複雑な感情や、ウクラ
イナ独自の文化、歴史を紹介する
講師 早稲田大学名誉教授　伊

い
東
とう

 一
いち
郎
ろう
さん

対象・定員 市内在住・在学・在勤者　　　　　    
①会場受講：60人　　②オンライン
（Zoom）受講：100人
持ち物 筆記用具、市民大学受講票（お持
ちの方）
申込 5月9日（月）午前8時30分～、氏名、
電話番号、年代、講座名、受講方法を明
記の上、ＱＲコードの申込フォームまた
は電子メール（kyo-syogaigaku@ci 
ty.toda.saitama.jp）)、電話、FAX
（432-99 10）で　※費用無料。申込順。
入学手続き不要。オンライン受講の希望
者には、申込メールアドレス
宛に視聴用URLを送ります。
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）

▼こいのぼり

▼おりがみかぶと

▼かしわもち

▼しょうぶの花

▼かぶとと小道具

▼かざぐるま

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

レンジで作る
時短料理教室

5／25（水）
10：00～ 1 2：00

2階
キッチン
スタジオ

電子レンジで時間をか
けず簡単においしくで
きる料理２品のコツを
学ぶ

市内在住・
在勤者、16
人

1 ,000円
エプロン、
三角巾、
持ち帰り容器

国際
クッキング
スクール
副校長
内
うち

堀
ぼり

 惠
けい

子
こ

さん

5／4（祝・水）
～20（金）

和の伝統折り紙講座 6／ 10（金）
10：00～ 1 2：00

3階 
セミナー
ルーム 
302

日本の伝統文化であ
る折り紙であじさいの
壁飾りをつくる

市内在住・在
勤者、20人 500円 持ち帰り用袋

日本折り紙
協会
萩
はぎ
原
わら

 きみ江
え

さん

5／5（祝・木）
～6／5（日）

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

市内在住・在
勤者で会員登
録をした者

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 Pointコース 6／9、16、23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、
7人

3,000円

5／5（祝・木）～
25（水）
※申込順、電話可。
希望者2人以下は
中止ホームページ作成 6／ 1 5（水）～ 1 7（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

※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

17

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ

toda22-05_12-19_jouhou_v10_1.indd   17toda22-05_12-19_jouhou_v10_1.indd   17 2022/04/21   13:202022/04/21   13:20



テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込

美
笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

6／4（土）
9：00～１2：00

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

英会話講座
6／2、9、16、23、
30、7／7、1 4、2 1
の木曜日（全8回）
19：00～20：30

映画を使った実用的な英会話の
講座（録音機・録音機能のある
スマホ持参）

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

5／6（金）
1 0：00～　
※申込順

腰痛・肩こり改善
骨盤調整ヨガ

6／4（土）、1 1（土）
10：30～１2：00

骨盤を調整し身体のゆがみから
くる腰痛や肩こりなど不調の改
善を目指す［託児（1歳～未就学
児）あり］

市内在住・在勤・
在学者、24人 100円（保険料）

5／6（金）10：00～
※申込順。託児希望
者は5／20（金）まで
に要申込

戸田の歴史
6／8、1 5、22、29
の水曜日（全4回）
10：00～ 1 1：30

市内に残る史料などをもとに歴
史を学ぶ
※市公式YouTubeでも受講可。
申込者へ限定公開

市内在住・在勤・
在学者、1 2人 無料

5／6（金）
1 0：00～
※申込順

親子ヨガ 6／ 1 8（土）
10：00～ 1 1：00

親子で心身をほぐして絆を深め
ながらリフレッシュ

6カ月～ 1歳半
までの子と親、
6組 1 2人

100円（保険料）

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

5／ 1 4（土）、
6／ 1 1（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

5／24（火）、
6／28（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

5／ 1 5（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

ヨガ入門講座
6／7、1 4、2 1、
28の火曜日
（全4回）
1 3：30～ 1 5：00

ヨガの基本を学び、身体能力を
上げ、持久力をつける

市内在住・在勤・
在学者、8人 200円（保険料）

5／10（火）
10：00～
※申込順

ベビー体操講座
6／ 10、1 7、24、
7／ 1の金曜日
（全4回）
10：00～ 1 1：30

キッズヨガ、バランスボールの
体操教室を実施し、親子のふれ
あい、養育を育む

市内在住の4カ
月～2歳児の子
と保護者、7組
1 4人

400円（保険料）
5／ 13（金）
10：00～
※申込順

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　○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　〇参加費が必要な講座：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します　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

樹扇会サークル体験講座『新
舞踊　民謡舞踊　無料体験』

5／25（水）
1 3：00～ 1 5：00

健康のために日常を忘れて気軽に
新舞踊・民謡舞踊を体験する 市民、20人 無料

受付中

①あいパル
　アフタヌーンコンサート
②あいパル
　コンサートvol.23
　イブニングコンサート

5／28（土）
① 1 3：30～
② 16：30～

プロのヴァイオリン、ピアノの生
演奏をあいパルで気軽に楽しむ 市民、各60人

①大人600
円、子ども
（小学生以下）
400円、1歳
未満無料
② 1 ,200円

大学生とスマホで作ろう☆
動画編集講座（初心者向け）

5／8（日）、22日（日）
（全2回）
10：00～ 1 1：30

大学生の講師からスマホでの動画
編集を学ぶ 市民、各8人 無料

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。費用が必要な講座は講
座開催の2日前までに参加費をお支払いください。そのほかの講座は、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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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
5／6（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
5／ 1 1（水）、14（土）、
1 8（水）、2 1（土）、
25（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
5／28（土） 
1 5 :30～ 16:00 
※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
5／ 1 4（土） 
10:30～ 1 1 :45 
※ 10:15開場

『ミッキーマウス』（62分）児童または一般、15人

託児サービス

5／5、1 2、19、26 
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

ギモンのしらべ方 
～百科事典をつかって
みよう！～

5／29（日） 
1 4：00～ 1 5：00 
※ 1 3：45開場

クイズや遊びを楽しみなが
ら、百科事典を使って調べ
る事を覚える

小学3～4年生、
5人

5／8（日）
9：00～　 
※電話のみ、
申込順

上
戸
田
分
館

パルシアターと 
かみとだおはなし会

5／ 1（日） 
1 3：30～ 1 5：00

上映作品 
『ピーターパン』 
3歳～小学校低学年向けの
絵本の読み聞かせ、おはな
しなど

誰でも、16人

無料

研修室
（あいパル3階）

当日先着順かみとだおはなし会 5／ 1 5（日） 
1 3：30～ 1 4：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなし、折り紙工作など

3歳～小学校低
学年、6組
（1 2人）

赤ちゃんおはなし会
5／6、1 3、20 
の金曜日 
10：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、
童謡など

0～3歳児とそ
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

5／27（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

5／5（祝・
木）～
※電話可、
申込順

おうちで絵本ひろば 5／28（土） 
10：30～ 1 1：00

図書館司書による絵本の選
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）

【市民大学認定講座】
戸田ぶらりウォーク

5／29（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
を散策しながら学ぶ

中学生以上、
20人
※小学生は保
護者同伴であ
れば可

1 0円
（保険料）市内

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン

タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

ザリガニつり体験
6／26（日） 
10：00～ 1 1：30 
13：30～ 1 5：00 
※雨天中止

ザリガニつりを通じて外来
種について学ぶ 
※ザリガニは持ち帰りでき
ません

誰でも
（小学２年生以
下保護者同伴）、
各回20人

100円 彩湖自然学習
センター

5／26（木）～
※電話のみ、
申込順

申
込

○直接：費用が必要な場合は、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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テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込

美
笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

6／4（土）
9：00～１2：00

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

英会話講座
6／2、9、16、23、
30、7／7、1 4、2 1
の木曜日（全8回）
19：00～20：30

映画を使った実用的な英会話の
講座（録音機・録音機能のある
スマホ持参）

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

5／6（金）
1 0：00～　
※申込順

腰痛・肩こり改善
骨盤調整ヨガ

6／4（土）、1 1（土）
10：30～１2：00

骨盤を調整し身体のゆがみから
くる腰痛や肩こりなど不調の改
善を目指す［託児（1歳～未就学
児）あり］

市内在住・在勤・
在学者、24人 100円（保険料）

5／6（金）10：00～
※申込順。託児希望
者は5／20（金）まで
に要申込

戸田の歴史
6／8、1 5、22、29
の水曜日（全4回）
10：00～ 1 1：30

市内に残る史料などをもとに歴
史を学ぶ
※市公式YouTubeでも受講可。
申込者へ限定公開

市内在住・在勤・
在学者、1 2人 無料

5／6（金）
1 0：00～
※申込順

親子ヨガ 6／ 1 8（土）
10：00～ 1 1：00

親子で心身をほぐして絆を深め
ながらリフレッシュ

6カ月～ 1歳半
までの子と親、
6組 1 2人

100円（保険料）

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

5／ 1 4（土）、
6／ 1 1（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

5／24（火）、
6／28（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

5／ 1 5（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

ヨガ入門講座
6／7、1 4、2 1、
28の火曜日
（全4回）
1 3：30～ 1 5：00

ヨガの基本を学び、身体能力を
上げ、持久力をつける

市内在住・在勤・
在学者、8人 200円（保険料）

5／10（火）
10：00～
※申込順

ベビー体操講座
6／ 10、1 7、24、
7／ 1の金曜日
（全4回）
10：00～ 1 1：30

キッズヨガ、バランスボールの
体操教室を実施し、親子のふれ
あい、養育を育む

市内在住の4カ
月～2歳児の子
と保護者、7組
1 4人

400円（保険料）
5／ 13（金）
10：00～
※申込順

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　○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　〇参加費が必要な講座：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します　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

樹扇会サークル体験講座『新
舞踊　民謡舞踊　無料体験』

5／25（水）
1 3：00～ 1 5：00

健康のために日常を忘れて気軽に
新舞踊・民謡舞踊を体験する 市民、20人 無料

受付中

①あいパル
　アフタヌーンコンサート
②あいパル
　コンサートvol.23
　イブニングコンサート

5／28（土）
① 1 3：30～
② 16：30～

プロのヴァイオリン、ピアノの生
演奏をあいパルで気軽に楽しむ 市民、各60人

①大人600
円、子ども
（小学生以下）
400円、1歳
未満無料
② 1 ,200円

大学生とスマホで作ろう☆
動画編集講座（初心者向け）

5／8（日）、22日（日）
（全2回）
10：00～ 1 1：30

大学生の講師からスマホでの動画
編集を学ぶ 市民、各8人 無料

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。費用が必要な講座は講
座開催の2日前までに参加費をお支払いください。そのほかの講座は、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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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
5／6（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
5／ 1 1（水）、14（土）、
1 8（水）、2 1（土）、
25（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
5／28（土） 
1 5 :30～ 16:00 
※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
5／ 1 4（土） 
10:30～ 1 1 :45 
※ 10:15開場

『ミッキーマウス』（62分）児童または一般、15人

託児サービス

5／5、1 2、19、26 
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

ギモンのしらべ方 
～百科事典をつかって
みよう！～

5／29（日） 
1 4：00～ 1 5：00 
※ 1 3：45開場

クイズや遊びを楽しみなが
ら、百科事典を使って調べ
る事を覚える

小学3～4年生、
5人

5／8（日）
9：00～　 
※電話のみ、
申込順

上
戸
田
分
館

パルシアターと 
かみとだおはなし会

5／ 1（日） 
1 3：30～ 1 5：00

上映作品 
『ピーターパン』 
3歳～小学校低学年向けの
絵本の読み聞かせ、おはな
しなど

誰でも、16人

無料

研修室
（あいパル3階）

当日先着順かみとだおはなし会 5／ 1 5（日） 
1 3：30～ 1 4：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなし、折り紙工作など

3歳～小学校低
学年、6組
（1 2人）

赤ちゃんおはなし会
5／6、1 3、20 
の金曜日 
10：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、
童謡など

0～3歳児とそ
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

5／27（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

5／5（祝・
木）～
※電話可、
申込順

おうちで絵本ひろば 5／28（土） 
10：30～ 1 1：00

図書館司書による絵本の選
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）

【市民大学認定講座】
戸田ぶらりウォーク

5／29（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
を散策しながら学ぶ

中学生以上、
20人
※小学生は保
護者同伴であ
れば可

1 0円
（保険料）市内

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン

タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

ザリガニつり体験
6／26（日） 
10：00～ 1 1：30 
13：30～ 1 5：00 
※雨天中止

ザリガニつりを通じて外来
種について学ぶ 
※ザリガニは持ち帰りでき
ません

誰でも
（小学２年生以
下保護者同伴）、
各回20人

100円 彩湖自然学習
センター

5／26（木）～
※電話のみ、
申込順

申
込

○直接：費用が必要な場合は、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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テーマ とき 内容 対象・定員 費用 申込

美
笹

スマホ・パソコン
質問コーナー

6／4（土）
9：00～１2：00

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

英会話講座
6／2、9、16、23、
30、7／7、1 4、2 1
の木曜日（全8回）
19：00～20：30

映画を使った実用的な英会話の
講座（録音機・録音機能のある
スマホ持参）

市内在住・在勤・
在学者、1 2人

5／6（金）
1 0：00～　
※申込順

腰痛・肩こり改善
骨盤調整ヨガ

6／4（土）、1 1（土）
10：30～１2：00

骨盤を調整し身体のゆがみから
くる腰痛や肩こりなど不調の改
善を目指す［託児（1歳～未就学
児）あり］

市内在住・在勤・
在学者、24人 100円（保険料）

5／6（金）10：00～
※申込順。託児希望
者は5／20（金）まで
に要申込

戸田の歴史
6／8、1 5、22、29
の水曜日（全4回）
10：00～ 1 1：30

市内に残る史料などをもとに歴
史を学ぶ
※市公式YouTubeでも受講可。
申込者へ限定公開

市内在住・在勤・
在学者、1 2人 無料

5／6（金）
1 0：00～
※申込順

親子ヨガ 6／ 1 8（土）
10：00～ 1 1：00

親子で心身をほぐして絆を深め
ながらリフレッシュ

6カ月～ 1歳半
までの子と親、
6組 1 2人

100円（保険料）

下
戸
田

スマホ・パソコン
質問コーナー

5／ 1 4（土）、
6／ 1 1（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

5／24（火）、
6／28（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

5／ 1 5（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

ヨガ入門講座
6／7、1 4、2 1、
28の火曜日
（全4回）
1 3：30～ 1 5：00

ヨガの基本を学び、身体能力を
上げ、持久力をつける

市内在住・在勤・
在学者、8人 200円（保険料）

5／10（火）
10：00～
※申込順

ベビー体操講座
6／ 10、1 7、24、
7／ 1の金曜日
（全4回）
10：00～ 1 1：30

キッズヨガ、バランスボールの
体操教室を実施し、親子のふれ
あい、養育を育む

市内在住の4カ
月～2歳児の子
と保護者、7組
1 4人

400円（保険料）
5／ 13（金）
10：00～
※申込順

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　○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　〇参加費が必要な講座：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します　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

樹扇会サークル体験講座『新
舞踊　民謡舞踊　無料体験』

5／25（水）
1 3：00～ 1 5：00

健康のために日常を忘れて気軽に
新舞踊・民謡舞踊を体験する 市民、20人 無料

受付中

①あいパル
　アフタヌーンコンサート
②あいパル
　コンサートvol.23
　イブニングコンサート

5／28（土）
① 1 3：30～
② 16：30～

プロのヴァイオリン、ピアノの生
演奏をあいパルで気軽に楽しむ 市民、各60人

①大人600
円、子ども
（小学生以下）
400円、1歳
未満無料
② 1 ,200円

大学生とスマホで作ろう☆
動画編集講座（初心者向け）

5／8（日）、22日（日）
（全2回）
10：00～ 1 1：30

大学生の講師からスマホでの動画
編集を学ぶ 市民、各8人 無料

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。費用が必要な講座は講
座開催の2日前までに参加費をお支払いください。そのほかの講座は、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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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
5／6（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
5／ 1 1（水）、14（土）、
1 8（水）、2 1（土）、
25（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
5／28（土） 
1 5 :30～ 16:00 
※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
5／ 1 4（土） 
10:30～ 1 1 :45 
※ 10:15開場

『ミッキーマウス』（62分）児童または一般、15人

託児サービス

5／5、1 2、19、26 
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

ギモンのしらべ方 
～百科事典をつかって
みよう！～

5／29（日） 
1 4：00～ 1 5：00 
※ 1 3：45開場

クイズや遊びを楽しみなが
ら、百科事典を使って調べ
る事を覚える

小学3～4年生、
5人

5／8（日）
9：00～　 
※電話のみ、
申込順

上
戸
田
分
館

パルシアターと 
かみとだおはなし会

5／ 1（日） 
1 3：30～ 1 5：00

上映作品 
『ピーターパン』 
3歳～小学校低学年向けの
絵本の読み聞かせ、おはな
しなど

誰でも、16人

無料

研修室
（あいパル3階）

当日先着順かみとだおはなし会 5／ 1 5（日） 
1 3：30～ 1 4：30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、
おはなし、折り紙工作など

3歳～小学校低
学年、6組
（1 2人）

赤ちゃんおはなし会
5／6、1 3、20 
の金曜日 
10：30～ 1 1：00

絵本の読み聞かせ、手遊び、
童謡など

0～3歳児とそ
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

5／27（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

5／5（祝・
木）～
※電話可、
申込順

おうちで絵本ひろば 5／28（土） 
10：30～ 1 1：00

図書館司書による絵本の選
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）

【市民大学認定講座】
戸田ぶらりウォーク

5／29（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
を散策しながら学ぶ

中学生以上、
20人
※小学生は保
護者同伴であ
れば可

1 0円
（保険料）市内

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン

タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

ザリガニつり体験
6／26（日） 
10：00～ 1 1：30 
13：30～ 1 5：00 
※雨天中止

ザリガニつりを通じて外来
種について学ぶ 
※ザリガニは持ち帰りでき
ません

誰でも
（小学２年生以
下保護者同伴）、
各回20人

100円 彩湖自然学習
センター

5／26（木）～
※電話のみ、
申込順

申
込

○直接：費用が必要な場合は、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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