
20

作
業
者
：
藤
山

　

作
業
者
：
藤
山

　

2222

22

222

22

2
22

222

2

2222

22

222

22

2
22

222

2

戸
田
市
広
報
5
月
号

5月May ま ち の 情 報

申込・問い合わせ
こどもの国　  443-2387
毎月第3水曜（今月は18日）は休館日です。

5月の特別イベント
★こどもの日講座
5日（祝・木）
・けん玉名人ちばちゃんがやってくる
・新聞でかぶとをつくろう
・季節のフォトコーナー
全児童（未就学児は保護者同伴）
★母の日制作
8日（日）①1 1：10～　②1 1：50～　全児童（未
就学児は保護者同伴）　各回先着10組

未就学児向け講座
●お誕生日会
30日（月）①9：40～　②1 1：10～　
5月生まれの未就学児と保護者　各回先着6組
【申込】15日（日）までに当館受付へ
★すくすくサポート
30日（月）①9：30～　②1 1：15～　未就学児
と保護者　【持ち物】測定カード
★親と子の楽しい絵本の会

12日（木）、26日（木）1 1：00～　未就学児と
保護者
★ポンダンス講座（ちびっこクラス）
7日（土）9：30～10：15　年少～年長　先着8
組　【持ち物】室内履き、飲み物
★戸田遊び場・遊ぼう会　ちびっこぼうけんひ
ろば
19日（木）10：00～1 1：30　未就学児と保護
者

小学生 /中学生 /高校生向け講座
★囲碁・将棋・ゲームであそぼう
28日（土）13：00～14：20　小学生以上　
先着8組
★ポンダンス講座（ジュニアクラス）
7日（土）1 1：30～12：15　小学生　
先着8組　【持ち物】室内履き、飲み物
★大学生サロン
29日（日）①15：00～　②15：30～　小・中
学生　各回事前先着10人／当日先着6人

全児童向け講座
★ラキューであそぼう
21日（土）13：00～14：20　全児童（未就学

開館時間は9：00～20：30。★印は当日受付、●印は事前申し込みが必要です。
新型コロナウイルス感染対策のため、入館時間、人数の制限をしています。

児童センター 

こどもの国

開館時間は9：00～ 1 8：00。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話）可。
各イベントの申し込みは1日（日）より、来館および電話で受け付けます。※受付時間は開館時間中

児童センター 

プリムローズ
申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第１月曜日(今月は2日)は、休館日です。
感染症予防のため、一斉消毒時間を開館時間中
に設けることがあります。入館可能時間帯の年
齢制限はありませんが、混雑状況に応じて人数
制限を行うことがあります。

5月のスペシャルイベント
★G.W.クイズラリー
4月29日 (祝・金 )～5月8日 (日) 10 : 30～
1 7:00　全児童
★GWダンボール共同工作
「みんなで作ろう巨大カプセルトイマシーン」
3日（祝・火）14：30～　小学生以上
★親子にっこりパネルシアター
4日（祝・水）　詳しくはホームページやお便り
をご覧ください
★こどもの日ビンゴ大会
5日（祝・木）15：00～　全児童
★幼児クラス合同運動会
15日(日)10:30～1 1 :30　雨天中止　幼児
クラス登録親子、プリムの子育てイベントに参
加したことがある親子

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第１月曜日（今月は4日）は、休館日
です。
※感染予防のため、一斉消毒時間を開
館時間中に設けることがあります。入
館可能時間帯の年齢制限や人数制限は
ありませんが、今後の感染拡大状況に
よっては変更する場合があります

4月のスペシャルイベント
★公園で遊ぼう
3日（日）14：30～　小学生以上
★昭和のあそびスペシャル
29日（祝・金）14：30～　全児童
※当日先着入替制
★GWクイズラリー
29日（祝・金）～5月8日（日）10：30～
1 7：00　全児童

ものづくりの時間
★かんたんドリームキャッチャーを作ろう
10日（日）10：30～1 7：00　全児童
★ミニこいのぼりを作ろう

13日(金)10:30～12:00　未就学児と保護者
★おはなしの木
1 7日(火)1 1 :00～　未就学児と保護者
●【登録制】わくわく運動クラス
18日(水)①10:00　②1 1 :00　2歳半以上
の未就園児
★ちびっこコンサート
23日(月)1 1 :00～　未就学児と保護者
●【登録制】幼児クラス
めろん組　①25日（水）10:00
②26日（木）1 1 :00
りんご組　①26日（木）10:00
②25日（水）1 1 :00
※クラスごとに対象年齢が異なります。お問い
合わせください

将棋講座
●将棋を指そう
14日(土)14:00～　駒の名前と動かし方が分
かる児童

子どもなんでも相談
1 1 :00～16:00　気軽に相談してください　
※電話、電子メールやSNSでのご相談も受け
付けています

ものづくりの時間
★プラバン工作
1日(日)10:30～1 7:00　全児童
●押し花クラフト教室
7日(土)14：30～　小学生以上　15人
★スライムを作ろう
8日（日）10:30～1 7:00　全児童

地域子育て支援拠点事業
★さんさん広場
月・火・金曜日　10:00～13:00［ 2日（月）、
3日（祝・火）を除く］　0～3歳の未就園児と保
護者
★子育ておしゃべりサロン
「子育てのＷＡ！」
19日(木)10:30～12:00　0～3歳の未就園
児と保護者

乳幼児向けイベント
★トコパラデイ！
6日(金)1 1 :00～　未就学児と保護者
●0歳児親子の集い
いちご組　
1 1日(水)10:30～　0歳児と保護者　15組
★おもちゃプリムランド

年長児は保護者同伴で可）　先着5人
★おりがみタイム
14日（土）①1 1：30～　②15：30～　
全児童（未就学児は保護者同伴）　各回先着5組
★オリジナルカレンダーをつくろう
22日（日）①1 1：00～　②15：00～　全児童
（未就学児は保護者同伴）
★天体観望会
14日（土）19：00～20：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）　先着10組

全児童向け催しもの
★ぬり絵であそぼう
1日に3枚まで台紙を渡します。
★おりがみであそぼう
4日、1 1日、18日、25日の水曜日　9：00～
18：30
1日に3枚までおりがみを渡します。

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室1　定員6人

こどもお悩み相談
10：30～16：00

仕上サイズ
データ 登録
297
222
左アキ

297
222
左
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左右
アキ
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申込・問い合わせ
こどもの国　  443-2387
毎月第3水曜（今月は18日）は休館日です。

5月の特別イベント
★こどもの日講座
5日（祝・木）
・けん玉名人ちばちゃんがやってくる
・新聞でかぶとをつくろう
・季節のフォトコーナー
全児童（未就学児は保護者同伴）
★母の日制作
8日（日）①1 1：10～　②1 1：50～　全児童（未
就学児は保護者同伴）　各回先着10組

未就学児向け講座
●お誕生日会
30日（月）①9：40～　②1 1：10～　
5月生まれの未就学児と保護者　各回先着6組
【申込】15日（日）までに当館受付へ
★すくすくサポート
30日（月）①9：30～　②1 1：15～　未就学児
と保護者　【持ち物】測定カード
★親と子の楽しい絵本の会

12日（木）、26日（木）1 1：00～　未就学児と
保護者
★ポンダンス講座（ちびっこクラス）
7日（土）9：30～10：15　年少～年長　先着8
組　【持ち物】室内履き、飲み物
★戸田遊び場・遊ぼう会　ちびっこぼうけんひ
ろば
19日（木）10：00～1 1：30　未就学児と保護
者

小学生 /中学生 /高校生向け講座
★囲碁・将棋・ゲームであそぼう
28日（土）13：00～14：20　小学生以上　
先着8組
★ポンダンス講座（ジュニアクラス）
7日（土）1 1：30～12：15　小学生　
先着8組　【持ち物】室内履き、飲み物
★大学生サロン
29日（日）①15：00～　②15：30～　小・中
学生　各回事前先着10人／当日先着6人

全児童向け講座
★ラキューであそぼう
21日（土）13：00～14：20　全児童（未就学

開館時間は9：00～20：30。★印は当日受付、●印は事前申し込みが必要です。
新型コロナウイルス感染対策のため、入館時間、人数の制限をしています。

児童センター 

こどもの国

開館時間は9：00～ 1 8：00。★印は自由参加、●印は事前申し込みが必要（来館・電話）可。
各イベントの申し込みは1日（日）より、来館および電話で受け付けます。※受付時間は開館時間中

児童センター 

プリムローズ
申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第１月曜日(今月は2日)は、休館日です。
感染症予防のため、一斉消毒時間を開館時間中
に設けることがあります。入館可能時間帯の年
齢制限はありませんが、混雑状況に応じて人数
制限を行うことがあります。

5月のスペシャルイベント
★G.W.クイズラリー
4月29日 (祝・金 )～5月8日 (日) 10 : 30～
1 7:00　全児童
★GWダンボール共同工作
「みんなで作ろう巨大カプセルトイマシーン」
3日（祝・火）14：30～　小学生以上
★親子にっこりパネルシアター
4日（祝・水）　詳しくはホームページやお便り
をご覧ください
★こどもの日ビンゴ大会
5日（祝・木）15：00～　全児童
★幼児クラス合同運動会
15日(日)10:30～1 1 :30　雨天中止　幼児
クラス登録親子、プリムの子育てイベントに参
加したことがある親子

申込・問い合わせ
プリムローズ　  422-1033
毎月第１月曜日（今月は4日）は、休館日
です。
※感染予防のため、一斉消毒時間を開
館時間中に設けることがあります。入
館可能時間帯の年齢制限や人数制限は
ありませんが、今後の感染拡大状況に
よっては変更する場合があります

4月のスペシャルイベント
★公園で遊ぼう
3日（日）14：30～　小学生以上
★昭和のあそびスペシャル
29日（祝・金）14：30～　全児童
※当日先着入替制
★GWクイズラリー
29日（祝・金）～5月8日（日）10：30～
1 7：00　全児童

ものづくりの時間
★かんたんドリームキャッチャーを作ろう
10日（日）10：30～1 7：00　全児童
★ミニこいのぼりを作ろう

13日(金)10:30～12:00　未就学児と保護者
★おはなしの木
1 7日(火)1 1 :00～　未就学児と保護者
●【登録制】わくわく運動クラス
18日(水)①10:00　②1 1 :00　2歳半以上
の未就園児
★ちびっこコンサート
23日(月)1 1 :00～　未就学児と保護者
●【登録制】幼児クラス
めろん組　①25日（水）10:00
②26日（木）1 1 :00
りんご組　①26日（木）10:00
②25日（水）1 1 :00
※クラスごとに対象年齢が異なります。お問い
合わせください

将棋講座
●将棋を指そう
14日(土)14:00～　駒の名前と動かし方が分
かる児童

子どもなんでも相談
1 1 :00～16:00　気軽に相談してください　
※電話、電子メールやSNSでのご相談も受け
付けています

ものづくりの時間
★プラバン工作
1日(日)10:30～1 7:00　全児童
●押し花クラフト教室
7日(土)14：30～　小学生以上　15人
★スライムを作ろう
8日（日）10:30～1 7:00　全児童

地域子育て支援拠点事業
★さんさん広場
月・火・金曜日　10:00～13:00［ 2日（月）、
3日（祝・火）を除く］　0～3歳の未就園児と保
護者
★子育ておしゃべりサロン
「子育てのＷＡ！」
19日(木)10:30～12:00　0～3歳の未就園
児と保護者

乳幼児向けイベント
★トコパラデイ！
6日(金)1 1 :00～　未就学児と保護者
●0歳児親子の集い
いちご組　
1 1日(水)10:30～　0歳児と保護者　15組
★おもちゃプリムランド

年長児は保護者同伴で可）　先着5人
★おりがみタイム
14日（土）①1 1：30～　②15：30～　
全児童（未就学児は保護者同伴）　各回先着5組
★オリジナルカレンダーをつくろう
22日（日）①1 1：00～　②15：00～　全児童
（未就学児は保護者同伴）
★天体観望会
14日（土）19：00～20：30　全児童（未就学
児は保護者同伴）　先着10組

全児童向け催しもの
★ぬり絵であそぼう
1日に3枚まで台紙を渡します。
★おりがみであそぼう
4日、1 1日、18日、25日の水曜日　9：00～
18：30
1日に3枚までおりがみを渡します。

自主学習室（中高生対象）
2階多目的室1　定員6人

こどもお悩み相談
10：30～16：00

仕上サイズ
データ 登録
297
222
左アキ
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天地
左右
アキ
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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

市民相談日　※面接相談（外国人市民相談窓口、外国人法律相談を除く）は中止となる場合があります。詳しくはお問い合わせください

相談内容 相談日 時間 ところ
よろず相談
犯罪被害者支援総合相談
ＤＶ相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分 くらし安心課［3階］

法律相談 毎週火･金曜日　※予約制 午前 1 0時～午後3時 市民相談室［3階］
●法律相談は申込順。火曜日・金曜日の法
律相談の予約は前日、日曜法律相談の予
約は前々日（金曜日）の午前9時～午後5時
までに、くらし安心課（内線270）へ。
●国税相談、土地家屋調査士相談、司法
書士相談、厚生年金・労務相談は申込順。
午前8時30分～午後5時までに、くらし安
心課（内線270）へ。
●公正証書・遺言相談、犯罪被害者支援特
設相談の予約は前日午後3時まで。
※正午～午後 1時は休憩時間

5／ 1（日）、6／5（日）　※予約制 午前 1 0時～正午
司法書士相談 毎週木曜日　※予約制 午前 1 0時～正午
国税相談 5／9（月）　※予約制 午前 1 0時～午後3時
公正証書・遺言相談 5／ 1 1（水）　※予約制 午後 1時30分～4時
土地家屋調査士相談 5／ 19（木）　※予約制 午前 1 0時～正午
犯罪被害者支援特設相談 5／25（水）　※予約制 午後2時～4時
住まいの何でも相談
（リフォームなど） 5／2（月） 午後 1時～3時30分

厚生年金・労務相談 5／23（月）　※予約制 午前 1 0時～午後3時
人権相談 5／ 1 2（木） 午前 1 0時～正午 502会議室［5階］
消費生活相談
（振り込め詐欺・契約・イン
ターネットトラブルなど）

月～金曜日 午前 1 0時～午後4時
※受付：午後3時30分まで

消費生活センター
［3階くらし安心課内］
●多重債務相談、家計相談は
申込順。予約は午前 1 0時～午後3時に

 433 -5724（直通）へ。
※正午～午後 1時は休憩時間

多重債務相談 月～金曜日　※予約制 午前 1 0時～午後4時
※受付：午後3時まで

家計相談 月～金曜日　※予約制 午前 1 0時～、午後 1時～
※受付：午後3時まで

外国人市民相談窓口 月～金曜日 午前9時～午後5時
協働推進課［３階］
英語：月・水曜日
中国語、韓国・朝鮮語：火・木・金曜日
※正午～午後 1時は休憩時間

外国人法律相談 第2水曜日 午後2時～5時 新曽南多世代交流館（さくらパル）［2階］
国際交流協会　  434 -5690

3日（祝・火）～8日（日）　第33回ウインビーカップ
17日（火）～22日（日）　GⅢオールレディース・第
54回報知新聞社杯　創刊150周年記念
24日（火）～29日（日）　SG第49回ボートレースオ
ールスター（宮島）
26日（木）～30日（月）　第6回週刊大衆杯
※新型コロナウイルス感染症対策のため、無観客
開催となる場合があります。詳しくはホームページ
をご覧ください

ボートレース開催日程

電話案内
●消防テレホンガイド  

 0180-994-996
●防災とだテレホンサービス  
b0120-13-8882
●粗大ごみ専用ダイヤル  

 424-5747
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とき  8月30日（火）午後6時30分～
費用  Ｓ席6,000円（友の会5,400円）　Ａ席5,000円（友の会4,500円）　
　　 ※全席指定。当日はいずれも300円増
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前売開始  5月28日（土）、午前 1 0時～
販売場所  文化会館、新曽南多世代交流館（さくらパル）229-1061、チケットぴあhttps://pia.

jp/（Ｐコード：51 1 -792）、ローソンチケットhttps://l-tike.com/（Ｌコード：
31635）、群泉堂442-3601、蕨市民会館048-445-7660

　　　　※文化会館友の会対象事業

サラリーマンナイトフィーバー

とき 6月 1 8日（土）午後5時～、6月 1 9日（日）午後4時～
費用  9,900円　※全席指定。3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要
前売開始  未定
※文化会館でのチケット販売はありません

ＹＵＫＩコンサート

【振替公演】市民ミュージカル　15th Anniversaryミュージカルコンサート　リバーサイドの同窓会
とき  6月 1 1日（土）　①午後 1時～　②午後4時30分～
　　 ※2月27日（日）に予定していた公演の振替公演です
費用  500円　※全席自由。前売中。公演延期に伴うチケット払い戻しをご希望の方は、

文化会館へお問い合わせください
販売場所  文化会館、新曽南多世代交流館（さくらパル）229-1061、ローソンチケット

https://l-t ike.com/（Ｌコード：35480）、群泉堂442-3601、蕨市民会
館048 -445-7660

YouTube予想トーク番組
「WINWIN LIVE戸田」
レース開催期間中 毎日全レース
の予想をLIVE配信！ 公式チャンネル

ボートレース戸田

戸田ボートレース企業団　  441-7711

文化会館
 445-13 1 1　FAX 445-13 10

5月の休館日は 11日（水）、12日（木）です。
詳しくはホームページをご覧ください。
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