
お 知 ら せ
児童手当制度一部変更（10月支給分〜）
①所得額が所得上限額を超えた場合、特
例給付が支給されなくなります。
②毎年6月に提出いただく現況届が原則
不要になります（要提出の場合あり）。
※全受給者に6月上旬に通知を送付しま
す。6月 1 5日（水）を過ぎても通知が届
かない場合は、お問い合わせください
◆6月は児童手当（2～5月分）の支払月で
す。振込日は、6月10日（金）の予定です。

 こども家庭支援室（内線647）

市民税・県民税（住民税）の
納税通知書発送

令和4年度市民税・県民税納税通知書（普
通徴収および公的年金からの特別徴収
分）を、6月7日（火）に発送します。第 1
期分の納期限は、6月30日（木）です。
市民税・県民税の税額は、令和3年中の
所得などから計算しています。給与から
特別徴収される方の税額通知は、5月に特
別徴収を行う勤務先へ発送しています。

 市民税課（内線220）

スポーツセンター休場日
6月7日（火）は全館消毒のため臨時休場、
6月8日（水）は第2水曜定休のため休場
します。屋内プールを6月25日（土）～
30日（木）まで保守点検・定期清掃のた
め臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

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へ、「3キュー
子育てチケット」を配布しています。令
和3年中に出生した世帯は6月30日（木）
が申請期限です。
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歳未満の場合に限る
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
申請 スマートフォンまたは

パソコンから電子申請　※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）

国民健康保険の保険証の発送
国民健康保険に加入している世帯に、8
月 1日（月）から使用できる「国民健康保
険被保険者証」（オレンジ色）を、特定記
録郵便で6月下旬から順次郵送します。
現在の保険証（青色）の有効期限は7月31
日（日）です。また、社会保険などほかの
保険に入った場合は、国民健康保険をや
める手続きが必要です。

 保険年金課（内線247）

緑化推進の各種補助金
◆生け垣等設置奨励補助金
生け垣や緑化フェンスなどの設置や駐車
場緑化を行う場合に補助します（上限20
万円）。
◆建築物屋上等緑化奨励補助金
建築物の屋上や壁面へ緑化施設の設置を
する場合に補助します（上限50万円）。
◆保存樹木補助金
大きく生長した樹木や樹林などを保存樹
木に指定し、指定された樹木に対して補
助します（各種上限6万円）。

 みどり公園課（内線319）

既存住宅耐震診断・改修補助金
対象 昭和56年5月以前に着工した一戸
建て住宅または共同住宅
申込 1 1月30日（水）まで　
◆耐震診断
・一戸建て住宅または木造共同住宅：要
した費用で、かつ限度額 10万円
・木造以外の共同住宅：要した費用の 1
／2以内で、かつ限度額一戸当たり2万
円、一棟当たり 100万円
◆耐震改修 
耐震診断の結果、改修が必要な木造住宅
で、次の改修の区分に応じて交付
・一般改修：要した費用の 1／3以内で、
かつ限度額50万円
・簡易改修：耐震シェルターなどの設置
に要した費用の 1／2以内で、かつ限度
額20万円

 まちづくり推進課（内線383）

生ごみ処理機器購入費補助

種類 募集数 補助金額 備考

コンポスター
5基

1基につき
3 ,000円 1家庭

2基までバケツ（ＥＭ）
型容器

1基につき
1 , 500円

電気式
生ごみ処理機 30台

購入額の
2分の 1以内

（30,000円限度）
1家庭

1台まで

対象 市内在住で機器を常に良好な状態
で維持管理でき、7月31日（日）までに生
ごみ処理機器を購入可能な方　※事業所
など法人は除く
申込期限 6月 1 3日（月）まで　※応募多
数は抽選。申請書は、窓口で配布。申請
には、印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線389）

学童保育室運営費補助金
市内で学童保育室を運営し、補助金の交
付条件を満たした民間事業者に対して、
運営費補助金を交付しています。
募集地域 戸田南小学校、芦原小学校の
近隣地域　※詳しくは市ホームページを
ご覧ください
申込期間 6月1日（水）～14日（火）まで　
※申し込みを希望する方は、事前に児童青
少年課までご相談ください 

 児童青少年課（内線455） 

後期高齢者医療の保険料率・
窓口負担割合の改定

◆後期高齢者医療の保険料率

※均等割額の低所得者軽減（7割・5割・
2割）は引き続き実施されます
◆後期高齢者医療の窓口負担割合
10月 1日（土）から、後期高齢者医療被
保険者で一定以上の所得のある方の医療
費の窓口負担割合が2割に変わります。

令和2・3年度 令和4・5年度

所得割率 7.96％ 8 . 38％

賦課限度額 64万円 66万円

均等割額 41 , 700円 44 ,1 70円

窓口負担
割合の改定

窓口
負担割合 判定基準

現役並み所得者 3割 課税所得 1 45万円以上

一定以上の
所得の方

（ 1 0／ 1～）
2割

課税所得28万円以上で
・75歳以上の世帯員数 1人の 
場合  
年金収入とその他の合計所
得が200万以上
・75歳以上の世帯員数2人
以上の場合  
世帯の年金収入とその他の
合計所得が320万以上

一般所得者など 1割 上記以外の方

※詳しくはお問い合わせください
2割負担の方には負担額の増額を抑える
配慮措置が実施されます。詳しくは7月
以降に届く保険証・納付通知書に同封の
パンフレットなどをご覧ください。

 保険年金課（内線277）

県後期高齢者医療健康長寿歯科健診
県後期高齢者医療広域連合では、前年度
中に75歳または80歳になった後期高齢
者医療被保険者を対象に歯科健診を実施
します。
対象 昭和 16年4月2日～昭和 1 7年4月 1
日までに生まれた方、または昭和2 1年4
月2日～昭和22年4月 1日までに生まれ
た方で、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちの方
実施期間 7月 1日（金）～令和5年 1月31
日（火）　※詳しくは6月下旬に対象者に
届く案内をご覧ください

 県後期高齢者医療広域連合給付課
048 -833-3130

人権擁護委員の日（6月1日）
県人権擁護委員連合会さいたま人権擁護
委員協議会では、「人権擁護委員の日」の
行事として、人権に関する特設相談所を
開設します。 ※相談料無料
◆市内の人権擁護委員さん
武
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内
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とき 6月9日（木）、午前 10時～正午    
※予約不要
ところ 市役所5階　503会議室

 くらし安心課（内線262）

青少年オンライン海外交流事業
とき 7月9日（土）～8月6日（土）のうち5
日間（研修4日間、交流日 1日）
内容 友好姉妹都市の生徒とのオンライ

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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お 知 ら せ
児童手当制度一部変更（10月支給分〜）
①所得額が所得上限額を超えた場合、特
例給付が支給されなくなります。
②毎年6月に提出いただく現況届が原則
不要になります（要提出の場合あり）。
※全受給者に6月上旬に通知を送付しま
す。6月 1 5日（水）を過ぎても通知が届
かない場合は、お問い合わせください
◆6月は児童手当（2～5月分）の支払月で
す。振込日は、6月10日（金）の予定です。

 こども家庭支援室（内線647）

市民税・県民税（住民税）の
納税通知書発送

令和4年度市民税・県民税納税通知書（普
通徴収および公的年金からの特別徴収
分）を、6月7日（火）に発送します。第 1
期分の納期限は、6月30日（木）です。
市民税・県民税の税額は、令和3年中の
所得などから計算しています。給与から
特別徴収される方の税額通知は、5月に特
別徴収を行う勤務先へ発送しています。

 市民税課（内線220）

スポーツセンター休場日
6月7日（火）は全館消毒のため臨時休場、
6月8日（水）は第2水曜定休のため休場
します。屋内プールを6月25日（土）～
30日（木）まで保守点検・定期清掃のた
め臨時休場します。

 スポーツセンター　443-3523

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へ、「3キュー
子育てチケット」を配布しています。令
和3年中に出生した世帯は6月30日（木）
が申請期限です。
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歳未満の場合に限る
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
申請 スマートフォンまたは

パソコンから電子申請　※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）

国民健康保険の保険証の発送
国民健康保険に加入している世帯に、8
月 1日（月）から使用できる「国民健康保
険被保険者証」（オレンジ色）を、特定記
録郵便で6月下旬から順次郵送します。
現在の保険証（青色）の有効期限は7月31
日（日）です。また、社会保険などほかの
保険に入った場合は、国民健康保険をや
める手続きが必要です。

 保険年金課（内線247）

緑化推進の各種補助金
◆生け垣等設置奨励補助金
生け垣や緑化フェンスなどの設置や駐車
場緑化を行う場合に補助します（上限20
万円）。
◆建築物屋上等緑化奨励補助金
建築物の屋上や壁面へ緑化施設の設置を
する場合に補助します（上限50万円）。
◆保存樹木補助金
大きく生長した樹木や樹林などを保存樹
木に指定し、指定された樹木に対して補
助します（各種上限6万円）。

 みどり公園課（内線319）

既存住宅耐震診断・改修補助金
対象 昭和56年5月以前に着工した一戸
建て住宅または共同住宅
申込 1 1月30日（水）まで　
◆耐震診断
・一戸建て住宅または木造共同住宅：要
した費用で、かつ限度額 10万円
・木造以外の共同住宅：要した費用の 1
／2以内で、かつ限度額一戸当たり2万
円、一棟当たり 100万円
◆耐震改修 
耐震診断の結果、改修が必要な木造住宅
で、次の改修の区分に応じて交付
・一般改修：要した費用の 1／3以内で、
かつ限度額50万円
・簡易改修：耐震シェルターなどの設置
に要した費用の 1／2以内で、かつ限度
額20万円

 まちづくり推進課（内線383）

生ごみ処理機器購入費補助

種類 募集数 補助金額 備考

コンポスター
5基

1基につき
3 ,000円 1家庭

2基までバケツ（ＥＭ）
型容器

1基につき
1 , 500円

電気式
生ごみ処理機 30台

購入額の
2分の 1以内

（30,000円限度）
1家庭

1台まで

対象 市内在住で機器を常に良好な状態
で維持管理でき、7月31日（日）までに生
ごみ処理機器を購入可能な方　※事業所
など法人は除く
申込期限 6月 1 3日（月）まで　※応募多
数は抽選。申請書は、窓口で配布。申請
には、印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線389）

学童保育室運営費補助金
市内で学童保育室を運営し、補助金の交
付条件を満たした民間事業者に対して、
運営費補助金を交付しています。
募集地域 戸田南小学校、芦原小学校の
近隣地域　※詳しくは市ホームページを
ご覧ください
申込期間 6月1日（水）～14日（火）まで　
※申し込みを希望する方は、事前に児童青
少年課までご相談ください 

 児童青少年課（内線455） 

後期高齢者医療の保険料率・
窓口負担割合の改定

◆後期高齢者医療の保険料率

※均等割額の低所得者軽減（7割・5割・
2割）は引き続き実施されます
◆後期高齢者医療の窓口負担割合
10月 1日（土）から、後期高齢者医療被
保険者で一定以上の所得のある方の医療
費の窓口負担割合が2割に変わります。

令和2・3年度 令和4・5年度

所得割率 7.96％ 8 . 38％

賦課限度額 64万円 66万円

均等割額 41 , 700円 44 ,1 70円

窓口負担
割合の改定

窓口
負担割合 判定基準

現役並み所得者 3割 課税所得 1 45万円以上

一定以上の
所得の方

（ 1 0／ 1～）
2割

課税所得28万円以上で
・75歳以上の世帯員数 1人の 
場合  
年金収入とその他の合計所
得が200万以上
・75歳以上の世帯員数2人
以上の場合  
世帯の年金収入とその他の
合計所得が320万以上

一般所得者など 1割 上記以外の方

※詳しくはお問い合わせください
2割負担の方には負担額の増額を抑える
配慮措置が実施されます。詳しくは7月
以降に届く保険証・納付通知書に同封の
パンフレットなどをご覧ください。

 保険年金課（内線277）

県後期高齢者医療健康長寿歯科健診
県後期高齢者医療広域連合では、前年度
中に75歳または80歳になった後期高齢
者医療被保険者を対象に歯科健診を実施
します。
対象 昭和 16年4月2日～昭和 1 7年4月 1
日までに生まれた方、または昭和2 1年4
月2日～昭和22年4月 1日までに生まれ
た方で、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちの方
実施期間 7月 1日（金）～令和5年 1月31
日（火）　※詳しくは6月下旬に対象者に
届く案内をご覧ください

 県後期高齢者医療広域連合給付課
048 -833-3130

人権擁護委員の日（6月1日）
県人権擁護委員連合会さいたま人権擁護
委員協議会では、「人権擁護委員の日」の
行事として、人権に関する特設相談所を
開設します。 ※相談料無料
◆市内の人権擁護委員さん
武
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とき 6月9日（木）、午前 10時～正午    
※予約不要
ところ 市役所5階　503会議室

 くらし安心課（内線262）

青少年オンライン海外交流事業
とき 7月9日（土）～8月6日（土）のうち5
日間（研修4日間、交流日 1日）
内容 友好姉妹都市の生徒とのオンライ
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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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 まちづくり推進課（内線383）

生ごみ処理機器購入費補助

種類 募集数 補助金額 備考

コンポスター
5基

1基につき
3 ,000円 1家庭

2基までバケツ（ＥＭ）
型容器

1基につき
1 , 500円

電気式
生ごみ処理機 30台

購入額の
2分の 1以内

（30,000円限度）
1家庭

1台まで

対象 市内在住で機器を常に良好な状態
で維持管理でき、7月31日（日）までに生
ごみ処理機器を購入可能な方　※事業所
など法人は除く
申込期限 6月 1 3日（月）まで　※応募多
数は抽選。申請書は、窓口で配布。申請
には、印鑑（スタンプ印不可）が必要です

 環境課（内線389）

学童保育室運営費補助金
市内で学童保育室を運営し、補助金の交
付条件を満たした民間事業者に対して、
運営費補助金を交付しています。
募集地域 戸田南小学校、芦原小学校の
近隣地域　※詳しくは市ホームページを
ご覧ください
申込期間 6月1日（水）～14日（火）まで　
※申し込みを希望する方は、事前に児童青
少年課までご相談ください 

 児童青少年課（内線455） 

後期高齢者医療の保険料率・
窓口負担割合の改定

◆後期高齢者医療の保険料率

※均等割額の低所得者軽減（7割・5割・
2割）は引き続き実施されます
◆後期高齢者医療の窓口負担割合
10月 1日（土）から、後期高齢者医療被
保険者で一定以上の所得のある方の医療
費の窓口負担割合が2割に変わります。

令和2・3年度 令和4・5年度

所得割率 7.96％ 8 . 38％

賦課限度額 64万円 66万円

均等割額 41 , 700円 44 ,1 70円

窓口負担
割合の改定

窓口
負担割合 判定基準

現役並み所得者 3割 課税所得 1 45万円以上

一定以上の
所得の方

（ 1 0／ 1～）
2割

課税所得28万円以上で
・75歳以上の世帯員数 1人の 
場合  
年金収入とその他の合計所
得が200万以上
・75歳以上の世帯員数2人
以上の場合  
世帯の年金収入とその他の
合計所得が320万以上

一般所得者など 1割 上記以外の方

※詳しくはお問い合わせください
2割負担の方には負担額の増額を抑える
配慮措置が実施されます。詳しくは7月
以降に届く保険証・納付通知書に同封の
パンフレットなどをご覧ください。

 保険年金課（内線277）

県後期高齢者医療健康長寿歯科健診
県後期高齢者医療広域連合では、前年度
中に75歳または80歳になった後期高齢
者医療被保険者を対象に歯科健診を実施
します。
対象 昭和 16年4月2日～昭和 1 7年4月 1
日までに生まれた方、または昭和2 1年4
月2日～昭和22年4月 1日までに生まれ
た方で、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちの方
実施期間 7月 1日（金）～令和5年 1月31
日（火）　※詳しくは6月下旬に対象者に
届く案内をご覧ください

 県後期高齢者医療広域連合給付課
048 -833-3130

人権擁護委員の日（6月1日）
県人権擁護委員連合会さいたま人権擁護
委員協議会では、「人権擁護委員の日」の
行事として、人権に関する特設相談所を
開設します。 ※相談料無料
◆市内の人権擁護委員さん
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内
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とき 6月9日（木）、午前 10時～正午    
※予約不要
ところ 市役所5階　503会議室

 くらし安心課（内線262）

青少年オンライン海外交流事業
とき 7月9日（土）～8月6日（土）のうち5
日間（研修4日間、交流日 1日）
内容 友好姉妹都市の生徒とのオンライ

ン交流
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）2階　会議室
対象・定員 ①中国・開封市：市内在住
の中学生・高校生、 1 0人  ②オースト
ラリア・リバプール市：市内在住の中学
生、 1 5人
選考方法 書類審査
申込 6月 1日（水）～ 1 9日（日）に、申込
用紙に記入して協会に提出　※費用無料。
申込書は、協会ホームページまたは事務
局窓口で取得可
※状況により自宅でのオンライン研修

 国際交流協会　434 -5690

男女共同参画週間（6月23日～29日）
男女共同参画社会基本法の目的や基本理
念への理解促進を目指す男女共同参画週
間に伴い、パネル展示を実施します。
とき ①6月 16日（木）正午～23日（木）
正午　②6月26日（日）～7月3日（日）
ところ ①市役所2階　ロビー　②上戸田
地域交流センター（あいパル）1階　男女
共同参画情報コーナー

 協働推進課（内線428）

巡回聴覚障害者相談
とき 7月6日（水）、午前10時～正午
ところ 市役所5階　502・503会議室
内容 相談全般（どんな内容でも可能）
対象 聴覚障害者または聴覚障害者と関
わりのある方　※費用無料。予約不要。
手話通訳・要約筆記あり。午後は訪問相
談（要事前予約）を実施

 埼玉聴覚障害者情報センター
電話048-814-3353/FAX048-814-3355

国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除期間がある方は、
10年以内であれば、さかのぼって保険
料を納付（追納）でき、将来受け取る老
齢基礎年金額を増やすことができます。
なお、免除などが承認された期間の年度
から、3年度目以降に追納する場合は、
承認当時の保険料額に加算額が上乗せさ
れます。追納は基本的に承認期間の古い
ものから順に納付してください。
対象 国民年金保険料の免除（全額・一部）、
納付猶予、学生納付特例の承認を受けた
期間がある方

 浦和年金事務所　048 -831 -1638

リサイクル家具の販売
とき 6月 1 3日（月）～ 1 8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

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施
とき 6月20日（月）～7月 19日（火）
内容 禁止薬物の乱用は、個人だけでな
く、社会全体へ危害をもたらします。正
しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶し
ましょう。薬物でお困りの方は、ご相談
ください。

 県南部保健所　262-61 1 1

不用品登録窓口［市民対象・無償譲渡］
● ゆずります
男児向け絵本、介護パンツ、サイド
ボード、ホワイトボード、尿取りパ
ッド、マタニティドレス（150cm）、
テレビ、子ども用長靴、浦和東高校
半袖Yシャツ（Lサイズ）、着物（反物）、
ピアノ、茶箱、畑用支柱、じょうろ、
スコップ
● ゆずってください
和光高校制服（男子）、車椅子、子ど
も服（女児、90cm）、電動バウンサー、
ベビーベッド、電子ピアノ、茶箱
※詳しくはお問い合わせください

 環境課（内線390）

《今月の納税》
市県民税…第 1期分
納期限は、6月30日（木）です。
必ず納期内に納付してください。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 6月5日（日）、7月3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）

※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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イ ベ ン ト
親子で七夕飾りを作ろう
とき 7月2日（土）、午前 10時～1 1時30分
ところ 新曽南多世代交流館（さくらパ
ル）2階　会議室
対象・定員 市内在住（在勤・在学可）で、4
歳～小学3年生までの子を持つ親子、10組
20人　※先着順。定員になり次第締め切り
費用 1組300円（保険料含む）
申込 6月7日（火）午前 10時～26日（日）
午後7時までに、ホームページ、電話、
または窓口で　※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

戸田朝市
テイクアウト朝市を開催します（会場で
の飲食禁止）。

とき 6月 1 2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
※マスク着用とマイバッグ持
参をお願いします

 戸田朝市実行委員会　
会長　今村　090-8345-4516

東日本大震災　
災害復興支援コンサート

市内の複数の音楽団体が出演。募金は被
災地復興支援活動に寄付します。
とき 6月 19日（日）、午後 1時～3時
ところ 後谷公園まちかど広場

 オトなバンド戸田倶楽部　林野
080-5374 -8840

市民バドミントン大会
とき 7月 16日（土）、午前9時～
ところ スポーツセンター
内容 男子ダブルス・女子ダブルス（上級・
中級・初級）　※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
 市バドミントン連盟　石田

080-6606-4279

親子でキャンプを楽しむ会
とき 7月30日（土）～31日（日）　※希望
者は29日（金）から参加可能
ところ 県立「小川げんきプラザ」バンガ
ロー宿泊　※希望者は金勝山ハイキング
（約60分）
定員 40人　※先着順
費用 大人9,000円、小学4～6年生
5,500円、小学 1～3年生4,500円、
4歳～小学生未満3,500円、0～3歳
2,000円
申込 山岳連盟に電話で　※申込者には
募集要項を郵送またはメールします。詳
しくは後日参加者へ別途開催要項を郵送

 山岳連盟　岩崎　090-1604-6848

募 集
戸田ふるさと祭り協賛・出店・出演者
とき 8月20日（土）、2 1日（日）、両日と
も正午～午後8時
ところ 市役所駐車場、文化会館など
内容 ①各種協賛（プログラムなど）　②
出店者　③ステージ出演者　※詳しくは
ホームページをご覧ください
申込 ホームページに掲載の各申込書に
記載の上、電子メール（community@
city.toda.saitama.jp）ま
たはFAX（433-2200）で

 戸田ふるさと祭り実行委
員会事務局［協働推進課内］（内線435）

スポーツ推進審議会市民公募委員
募集人数 2人
対象 4月1日現在、満20歳以上、市内在
住・在勤者で、スポーツに対し関心を持ち、
年2回程度（主に平日の昼間）の委員会に
参加できる方　※戸田市議会議員、市職
員、他の附属機関の委員は除く 
内容 市のスポーツ推進施策の審議
任期 8月 1日～令和6年7月31日
選考方法 書類・面接　※面接日時は、
後日連絡します
申込 6月20日（月）までに、応募票に記
入の上、郵送、FAX（433-3358）また
は電子メール（bunka-sport@city.

toda.saitama.jp）で　※応募書類は
下記または市ホームページで取得可

 文化スポーツ課（内線339）

戸田市共創のまちづくり補助金
公開プレゼンテーション　傍聴者

とき 6月 1 1日（土）、午前9時～
ところ 市役所5階　大会議室AB
定員 20人　※費用無料。当日先着順

 協働推進課（内線435）

市民企画講座の企画
内容 市民大学の講座の企画を募集しま
す。企画者本人が講師となることも可能
です（営利・勧誘目的のものは不可）。
募集数 1企画
期間 7月8日（金）午後5時 15分まで　※必着
対象 市内在住・在勤・在学者、市内で
活動する市民グループなど
申込 電子メール（simin-daigaku@
city.toda.saitama.jp）、FAX（432-
99 10）、郵送、持参で　※詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。
採用された講座は、令和5年
1～2月の間に実施します

 市民大学事務局［生涯学習課内］
（内線308）

海外留学奨学生
海外の大学・短期大学・大学院に留学す
る方に奨学資金を給与します。
募集人員 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 6月 1 5日（水）～7月5日（火）　
※留学する日の 1年前から申込可。申請
書は6月 1日（水）～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）

シルバー人材センター会員
とき ①6月 10日（金）、午後2時～4時　
②6月 1 3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

●備考欄中の◎印は、令和4年度からの新しい会長を表して
います。
●年度途中に町会長・自治会長が変更・追加となる場合もあ
りますのでご注意ください。

 協働推進課（内線651）

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長氏名 備考

下
戸
田

1 喜沢１丁目町会 宮澤 正
2 喜沢２丁目町会 金子 清視
3 喜沢南町会 本橋 英雄 ◎
4 戸田シティ自治会 渡邉 孝夫
5 中町会 永井 啓之
6 上町町会 坂本 義治
7 下前町会 大城戸 義彦
8 川岸町会 植野 正裕 ◎
9 戸田団地自治会 武井 喜美子

上
戸
田

1 0 元蕨町会 大﨑 忠雄
1 1 東町町会 市川 悦夫
1 2 後谷町会 本間 博忠
1 3 鍛冶谷町会 鴨下 稔
1 4 新田口町会 萩原 浩一
1 5 南原町会 本田 国雄
1 6 大前町会 金子 一男 ◎
1 7 上前町会 八木橋 宣夫
1 8 本村町会 鳥山 孝
1 9 旭が丘町会 保立 和夫

新
曽

20 沖内町会 古川 精輝
2 1 馬場町会 駒﨑 繁夫
22 新田町会 長谷川 幸雄
23 新曽北町会 榎本 和男
24 氷川町会 駒﨑 嘉一
25 新曽下町会 小山 一美
26 芦原町会 畠 繁明
27 シティテラス戸田公園自治会 平野 智 ◎

地区 № 町会・自治会名 町会長・自治会長氏名 備考

笹
目

28 笹目１丁目町会 峰岸 孝行
29 笹目２丁目町会 椎橋 清
30 笹目３丁目町会 青木 順一
31 笹目４丁目町会 野沢 蒼生雄
32 笹目５丁目町会 白石 賢司
33 笹目６丁目町会 浅生 和英
34 笹目７丁目町会 渡辺 一実
35 早瀬町会 内田 秋雄
36 笹目北町会 島田 幸昌
37 笹目南町町会 鎌田 清

美
女
木

38 美女木１丁目町会 石井 民雄
39 美女木２丁目町会 髙橋 春一郎
40 美女木３丁目町会 石井 剛
41 美女木４丁目町会 稲垣 研二 ◎
42 美女木５丁目町会 萩原 正信
43 美女木６丁目町会 栗原 博美
44 美女木７丁目町会 清水 忠雄
45 美女木８丁目町会 篠﨑 一雄
46 向田町会 永井 富治
47 北戸田住宅自治会 池田 孝広

令和４年度　町会長・自治会長名簿
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toda.saitama.jp）で　※応募書類は
下記または市ホームページで取得可

 文化スポーツ課（内線339）

戸田市共創のまちづくり補助金
公開プレゼンテーション　傍聴者

とき 6月 1 1日（土）、午前9時～
ところ 市役所5階　大会議室AB
定員 20人　※費用無料。当日先着順

 協働推進課（内線435）

市民企画講座の企画
内容 市民大学の講座の企画を募集しま
す。企画者本人が講師となることも可能
です（営利・勧誘目的のものは不可）。
募集数 1企画
期間 7月8日（金）午後5時 15分まで　※必着
対象 市内在住・在勤・在学者、市内で
活動する市民グループなど
申込 電子メール（simin-daigaku@
city.toda.saitama.jp）、FAX（432-
99 10）、郵送、持参で　※詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。
採用された講座は、令和5年
1～2月の間に実施します

 市民大学事務局［生涯学習課内］
（内線308）

海外留学奨学生
海外の大学・短期大学・大学院に留学す
る方に奨学資金を給与します。
募集人員 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 6月 1 5日（水）～7月5日（火）　
※留学する日の 1年前から申込可。申請
書は6月 1日（水）～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）

シルバー人材センター会員
とき ①6月 10日（金）、午後2時～4時　
②6月 1 3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

とだファミリー・
サポート・センター会員

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。随時、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ます

 とだファミリー・サポート・センター
事務局　433-2244

講 室座 ・ 教
子育てサロン
①②はじめましてサロン　③お友達サロン
とき ①6月15日（水）  ②6月20日（月）  ③
6月22日（水）、各日午前10時～11時30分
ところ ①戸田東小学校　②西部福祉セン
ター　③新曽小学校 親子ふれあい広場
対象・定員 0歳～おおむね3歳未満まで
の子と保護者、①5組　②3組　③4組　
※①②は市内に転入して約半年以内、ま
たは広場を初めて利用する方に限る

日程 場所

入会
説明会

7／ 2
（土） 10：00～

1 1：30
ボランティア・
市民活動支援
センター

7／ 1 6
（土）

講習会
（協力会
員のみ）

8／ 1 6
（火）

9：30～
1 2：30

8／24
（水）

9：30～
1 1：40

申込 6月3日（金）から申込フォームで　
※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）

障害者のための就労相談会
とき 6月24日（金）、午後 1時～4時
ところ 市役所5階　502会議室
※上記日程に電話での相談も承ります。
支援員から折り返しご連絡する形となり
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  
（TEL：471 -9333／FAX：471 -9334）
※支援センターでは常時就労相談実施

 障害福祉課（内線283）

就職支援セミナー
◆面接対策セミナー　
とき 6月27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を学ぶ
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
◆エクセル入門講座
とき 7月 1日（金）、午前9時30分～午後
3時30分
ところ 教育センター　第１、２会議室
内容  就職に役立つエクセルの基礎を学ぶ
講師 PCセミナー　池

いけ
田
だ

 容
よう
子
こ
さん

対象・定員 タイピングで文字入力ができ
る求職中の方、10人　※先着順
持ち物 Windows8以降でウイルスソ

市営住宅入居者

※下前住宅は駐車場あり。下前住宅 108号室は間仕切りあり
資格 上記の個別資格に加え、下記の要件を全て満たす方
①収入が一定額以下　② 1年以上市内在住または在勤で、市民税などを完納している　③住宅に
困窮している　④暴力団員および暴力団関係者ではない
入居可能日 9月 1日（木）
募集案内の配布 6月 1日（水）～ 1 7日（金）に、市役所3階まちづくり推進課、市役所 1階生活支援
課、市役所2階障害福祉課、健康長寿課、保険年金課、こども家庭支援室、各福祉センター、戸
田公園駅前行政センター、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）、笹目コミュニティセンター（コンパル）で配布
申込 募集案内に添付の申込書と63円切手を貼った返信用はがき（2枚）に必要事項を記入の上、
郵送［6月 1 7日（金）消印有効］または下記窓口へ提出　※6月 1 7日（金）午後5時 1 5分必着

 まちづくり推進課（内線334）

募集住宅 住所 間取り 家賃（予定） 個別資格
下前住宅 1 03～
1 07号室（全5戸）

下前
1 - 1 0 -1 0

1 DK
（38 .0㎡）

1 8 , 200～
35 , 700円 １人以上世帯

※高齢者・障害者のみ入居可下前住宅
503号室

下前
1 - 1 0 -1 0

1 DK
（40.1㎡）

1 9, 200～
37, 700円

下前住宅
1 08号室

下前
1 - 1 0 -1 0

2LDK
（60.0㎡）

28 , 700～
56 ,400円 3人以上世帯

柳原住宅
401号室

大字新曽
980

3 DK
（40.6㎡）

1 2 , 700～
24 ,900円 2人以上世帯

笹目夏浜住宅
303号室

笹目
7-1 5 - 3

3 DK
（57. 2㎡）

22 , 300～
43 ,900円 ３人以上世帯
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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



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で
 経済戦略室（内線397）

起業支援セミナー
①SAITAMA Smile Women
ピッチへ挑戦
とき 6月2 1日、28日、7月5日、1 2日の
火曜日（全4回）午前9時30分～午後0時
30分
ところ 市商工会館　会議室
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 SAITAMA Smile Women
ピッチ出場を目指す女性で全4回参加で
きる方、20人　※市民優先。託児は3人
まで、6カ月から未就学まで受付。10日
前までに要申込
②起業へ一歩前進セミナー
とき 7月7日（木）、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・創業の基礎知識や経営者と
しての心構え
講師 創業・ベンチャー支援センター埼
玉 創業支援アドバイザー 池

いけ
田
だ

 史
ふみ
子
こ
さん

対象・定員 起業に興味がある方、起業
を検討中の方、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）

【市民大学講座】
市民ボート体験教室

とき 6月25日（土）、①午後3時～5時
②午後5時～7時
ところ 戸田ボートコース　※集合は県戸
田第一艇庫（戸田市戸田公園4 -2）
対象・定員 中学生以上の市内在住・在勤・
在学者、各20人　※先着順
費用 100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
服装 運動ができる服装
申込 6月2日（木）～20日（月）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　

定員 300人　※費用無料、先着順
申込 右記QRコードで　
※詳しくは市公共施設などの
ポスター掲示、チラシをご覧
ください

 山岡歯科医院　048-441 -2544

講演会「宮沢賢治・ことばの源泉」
とき 7月10日（日）、午前10時30分～正午
ところ 教育センター　2階会議室
講師 法政大学名誉教授 王

ワン

 敏
ミン
さん

内容 漢字文化を土壌とする宮沢賢治の
「造語力」の根源と精神をひもとく
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、30
人　※費用無料
持ち物 筆記用具
申込 6月7日（火）～7月1日（金）

 国際交流協会　434-5690／
community@city.toda.saitama.jp

ひとり親のためのパソコン教室

 文化スポーツ課（内線339）

粘土彫刻教室
～立体としての表現の仕方～

とき 7月 1日、8日、15日、22日、29日
の金曜日（全5回）、午後 1時30分～4時
ところ  文化会館3階　練習室B
講師 埼玉大学名誉教授　本

ほん
田
だ

 貴
たか
侶
とも
さん

対象・定員 1 8歳以上の市内在住・在勤者、
10人
費用 2 ,000円（材料費など）
持ち物 受講者に後日通知
申込 6月3日（金）～電話で　※先着順

 文化スポーツ課（内線333）

ラグビー体験会
とき ①6月5日（日）、② 1 2日（日）、い
ずれも午前9時30分～ 1 1時30分　※雨
天中止、①か②のどちらかの日程にご参
加ください
ところ 荒川運動公園ラグビー場（競艇場
近く河川敷）
対象 未就学児～中学生とその保護者　
※費用無料。事前申込不要
持ち物 運動ができる服装、
飲み物

 市ラグビーフットボール協会　正田
080-4158 -3810

福祉学習ボランティア養成講座
市内小学校などで高齢者疑似体験、車い
す体験などを推進するボランティアです。
とき ①6月 1 4日（火）、午後2時～4時
30分　②6月2 1日（火）、午前9時30分
～ 1 1時30分
ところ 東部福祉センター　大会議室
対象・定員 市内在住・在勤者で本講座
受講後、福祉学習ボランティアとして活
動いただける方、1 5人　※先着順
申込 6月 10日（金）までに電話もしくは
電子メール（tiiki＠todashakyo.or.jp）で

 市社会福祉協議会［福祉保健センター
内］　442-0309

埋蔵文化財講座
①古墳時代の荒川舟運と戸田の津
～南原・本村古墳群の埴輪～
とき 6月 19日（日）、午後2時～3時30
分　※受付：午後 1時30分～
内容 古墳時代の舟運・交通を戸田の埴輪
から解説

講師 市文化財保護審議会委員 若
わか
松
まつ

 良
りょう
一
いち

さん
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、
30人程度　※費用無料。申込順
②埋蔵文化財整理体験講座
とき 6月25日（土）、午前 10時30分～
1 1時30分
内容 土器の拓本をとってみる
講師　郷土博物館学芸員
対象・定員 小学生4年生以上の市内在住・
在勤・在学者、10人程度　※申込順
費用 100円（保険料）

申込 ①6月1日（水）～、②6月1 2日（日）
午前 10時～、氏名、電話番号、対象（在住・
在勤・在学）、年代を電話、FAX（442-
8988）、または電子メール（hakubutu@
city.toda.saitama.jp）で　※②は電
話のみ
ところ 郷土博物館3階　講座室

 郷土博物館　443-5600

身体障害者対象サロン「ちぎり絵」
とき 7月 1 5日（金）、午前 10時～正午
ところ 心身障害者福祉センター2階　社
会適応訓練室
内容 新聞やチラシを使って「ちぎり絵」
をつくる
対象・定員 身体障害者、10人  ※費用無料
申込 7月 1 4日（木）までに、電話、FAX
（441 -5031）で　※申込順。手話通訳
や要約筆記を必要とする方は、事前に
FAXなどでお知らせください

 心身障害者福祉センター　445-1828

プチイベント　～パパとあそぼう～
とき 6月 19日（日）、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 6月 16日（木）～電話で　※費用無
料、申込順

 戸田公園駅前子育て広場　420-9741

【市民公開講座】蕨戸田歯科医師会
とき 6月26日（日）、午前10時～正午
※開場：午前9時45分
ところ ZoomによるWEB開催
内容 からだの健康につながる口の話
～家庭でできる予防法～
講師 千葉歯科医院院長　浜

はま
野
の

 美
み
幸
ゆき
さん

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

健康マージャン
教室

6／ 1 8、25、7／9、
16、23、30、
8／6、20の土曜日 
1 4：00～ 1 7：00 
（全8回） 3階セミナー

ルーム302

健康マージャンで頭の
体操と余暇を豊かなも
のにする

市内在住・在勤者、
16人

3,400
円

飲み物、
筆記用具

日本健康
麻将協会
斉
さい
藤
とう

 勝
かつ
久
ひさ
さん

6/４（土）～
1 3（月）

将棋入門講座

6／2 1、7／5、19、
8／2、16、9／6の
火曜日 
1 4：00～ 16：00 
（全6回）

将棋の指し方を学び
ながら、生涯楽しめる
趣味をもつ

市内在住・在勤者、
10人 ※ただし、駒
の名称や進み方程
度は理解している方

1 ,200
円

日本将棋連盟
将棋指導員
平
ひら
間
ま

 彰
あきら
さん

6/5（日）～
16（木）

みんなの願いを
「七夕飾り」 

※短冊記載を募集

展示期間 
6／26（日）9：00～ 
7／ 16（土）1 7：00

1階ロビー
（正面玄関横）

コロナ禍において、皆さん
の願いを寄せた短冊を吊る
した「七夕飾り」を設置し、
来館者に夏の風物詩を楽し
んでいただく

来館者 無料 なし ―

※短冊記載募集期間 
6 /1（水）～24（金）開館中
窓口対面の棚などに、色と
りどりの短冊と筆記用具を
用意し、来館者に自由に願
いごとを書いてもらう

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
会員登録をした方

500円
（会員
登録費）

※詳しくはお問い合わせください

３年ぶりに開催！
第26回

コンパルまつり
７／２（土）、３（日）
10：00～ 1 7：00

多目的ホール、
アトリエ室、
ホワイエ、
市民ギャラリー、
パソコンルーム
ほか

コンパル加入サークルなどの日頃の成果発表や展示を中心に、感染防止対策を講じながら開催します。飲食関係を除いて体験コー
ナーや子どもコーナーもありますので、お気軽にお越しください。
〇多目的ホール発表（3日のみ）…　ハーモニカ演奏、空手演舞、民謡（13：00～）、インド古典舞踊、フラダンス、フォークダンス
〇展示コーナー … 水彩画、絵手紙、陶芸、フラワーアレンジメント、パッチワーク、EM菌活用、ソーイング活動作品おはなし

れすとらん紹介、環境活動パネル展、笹目地区子ども作品展
〇体験コーナー … 写真入りカレンダー作り（子ども～ 1 3：00、大人 1 3：00～ 16：00）、パソコンゲーム（～ 16:00）・シミュ 

レーターゲーム
〇子どもコーナー … ヨーヨー釣り（1 3：30～）、宝くじなど

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

Word基礎 7／ 1 3（水）～ 1 5（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、
7人

各コースとも
3,000円

6／5（日）～25（土） 
※申込順、電話可。 
希望者が2人以下の
コースは中止

Excel基礎  7／6、1 3、20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

Excel中級
（内容CDを贈呈）

 7／7、1 4、2 1の木曜日 
10：00～ 1 2：00 

基礎的な関数が操作できる
方向けの講座

◆パソコン講習会

《臨時休館のお知らせ》館内の点検整備清掃のため、コンパルまつり翌日の７月４日（月）は休館します。
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定員 300人　※費用無料、先着順
申込 右記QRコードで　
※詳しくは市公共施設などの
ポスター掲示、チラシをご覧
ください

 山岡歯科医院　048-441 -2544

講演会「宮沢賢治・ことばの源泉」
とき 7月10日（日）、午前10時30分～正午
ところ 教育センター　2階会議室
講師 法政大学名誉教授 王

ワン

 敏
ミン
さん

内容 漢字文化を土壌とする宮沢賢治の
「造語力」の根源と精神をひもとく
対象・定員 市内在住・在勤・在学者、30
人　※費用無料
持ち物 筆記用具
申込 6月7日（火）～7月1日（金）

 国際交流協会　434-5690／
tifa@msc.biglobe.ne.jp

ひとり親のためのパソコン教室

とき 7月9日（土）、10日（日）、午前 10
時30分～午後3時30分
ところ 埼玉会館（さいたま市浦和区高砂
3-1 - 4）
内容 エクセル講座　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　※応募多数は抽選。未就
学児保育あり、保育料無料
費用 800円（教材費）
申込 6月24日（金）必着で、往復はがき
または電子メール（info@saiboren.
or.jp）で　

 県ひとり親福祉連合会　048-822-
1951

学習見守りボランティア講座
とき 7月3日（日）、10日（日）、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
内容 学習サポート活動についての入門
講座　※両日ともに同じ内容。希望者へ

受講証を発行
対象・定員 夏休みにボランティア活動を
希望する市内在住・在勤・在学者、各日10人
※費用無料
申込 氏名、住所、電話番号を電話、電子 
メール（tomato-staff@todasimin.net） 
で　※申込順

 ボランティア・市民活動支援センター　
441 -4444

家族介護教室
とき 6月29日（水）、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 リハビリについて「頭と体を使った
体操を体験」
講師 市社会福祉事業団
対象・定員 市内在住者、10人　※費用
無料、先着順
申込 6月28日（火）までに電話で

 中央居宅介護支援センター 432-9844

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

健康マージャン
教室

6／ 1 8、25、7／9、
16、23、30、
8／6、20の土曜日 
1 4：00～ 1 7：00 
（全8回） 3階セミナー

ルーム302

健康マージャンで頭の
体操と余暇を豊かなも
のにする

市内在住・在勤者、
16人

3,400
円

飲み物、
筆記用具

日本健康
麻将協会
斉
さい
藤
とう

 勝
かつ
久
ひさ
さん

6/４（土）～
1 3（月）

将棋入門講座

6／2 1、7／5、19、
8／2、16、9／6の
火曜日 
1 4：00～ 16：00 
（全6回）

将棋の指し方を学び
ながら、生涯楽しめる
趣味をもつ

市内在住・在勤者、
10人 ※ただし、駒
の名称や進み方程
度は理解している方

1 ,200
円

日本将棋連盟
将棋指導員
平
ひら
間
ま

 彰
あきら
さん

6/5（日）～
16（木）

みんなの願いを
「七夕飾り」 

※短冊記載を募集

展示期間 
6／26（日）9：00～ 
7／ 16（土）1 7：00

1階ロビー
（正面玄関横）

コロナ禍において、皆さん
の願いを寄せた短冊を吊る
した「七夕飾り」を設置し、
来館者に夏の風物詩を楽し
んでいただく

来館者 無料 なし ―

※短冊記載募集期間 
6 /1（水）～24（金）開館中
窓口対面の棚などに、色と
りどりの短冊と筆記用具を
用意し、来館者に自由に願
いごとを書いてもらう

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
会員登録をした方

500円
（会員
登録費）

※詳しくはお問い合わせください

３年ぶりに開催！
第26回

コンパルまつり
７／２（土）、３（日）
10：00～ 1 7：00

多目的ホール、
アトリエ室、
ホワイエ、
市民ギャラリー、
パソコンルーム
ほか

コンパル加入サークルなどの日頃の成果発表や展示を中心に、感染防止対策を講じながら開催します。飲食関係を除いて体験コー
ナーや子どもコーナーもありますので、お気軽にお越しください。
〇多目的ホール発表（3日のみ）…　ハーモニカ演奏、空手演舞、民謡（13：00～）、インド古典舞踊、フラダンス、フォークダンス
〇展示コーナー … 水彩画、絵手紙、陶芸、フラワーアレンジメント、パッチワーク、EM菌活用、ソーイング活動作品おはなし

れすとらん紹介、環境活動パネル展、笹目地区子ども作品展
〇体験コーナー … 写真入りカレンダー作り（子ども～ 1 3：00、大人 1 3：00～ 16：00）、パソコンゲーム（～ 16:00）・シミュ 

レーターゲーム
〇子どもコーナー … ヨーヨー釣り（1 3：30～）、宝くじなど

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

Word基礎 7／ 1 3（水）～ 1 5（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、
7人

各コースとも
3,000円

6／5（日）～25（土） 
※申込順、電話可。 
希望者が2人以下の
コースは中止

Excel基礎  7／6、1 3、20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

Excel中級
（内容CDを贈呈）

 7／7、1 4、2 1の木曜日 
10：00～ 1 2：00 

基礎的な関数が操作できる
方向けの講座

◆パソコン講習会

《臨時休館のお知らせ》館内の点検整備清掃のため、コンパルまつり翌日の７月４日（月）は休館します。
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あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

マナフラ
フラダンス体験

7／2（土）
1 5：00～ 1 7：00 初心者向けのフラダンス体験を行う 3歳～小学6年生、 1 2人 無料

6／5（日）～　
※申込順、
電話可

夏休み書道教室
7／23（土）、25（月）、26（火）、28（木）
① 1 0：00～ 1 1：30
② 1 3：30～ 1 5：00

手本をもとに書道に挑戦し、筆の使
い方や字を書くコツを楽しく学ぶ。
できた作品は持ち帰る

小学3年生～中学生、
各 1 2人 各800円

4種類の望遠鏡
で楽しむ戸田の
星空観望会

7／ 1 7（日）① 19：00～　② 19：45～　
※状況により変更の可能性あり

望遠鏡を使用して月・星雲・星団を
観測する

高校生以上の市民（小・
中学生は保護者同伴）、
各20人

各 1 00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・在学以外の方もご参加いただけます。講座開催の2日
前までに参加費をお支払いください。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

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

6／4（土）
9:00～１2 :00

パソコン・スマートフォンなど
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

ドラマとは違う
本当の刑事の仕事

7／ 1 3（水）
1 0 :00～ 1 1 :30

本物の元刑事から
刑事の仕事を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
24人

6／ 1 6（木）
1 0：00～
申込順

夏休み
子ども将棋

7／27、8／3、1 0、
1 7の水曜日（全4回）
1 0 :00～ 1 1 :30

将棋の駒の動かし方と
対戦を学ぶ 小・中学生、 1 2人

夏休みこども
お菓子作り

7／28（木）
1 0：00～ 1 2：00

楽しみながら
美味しいお菓子づくりを学ぶ 小学3～6年生、 1 2人

1 ,000円
（材料費、
保険代）
支払期日

7／20（水）

下
戸
田

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 1（土）、7／9（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

6／28（火）、
7／26（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

子どもが安全に
ネットを利用する
ために

7／7（木）
10：00～ 1 1：30　

子どもを取り巻くSNSやネット
社会を通じて保護者の役割を学ぶ 市内在住・在勤者、30人

6／7 (火)
1 0：00～
申込順

【市民大学認定講座】
Zoom・LINE入門
コース
～スマートフォンで、
Zoom・LINEを体験しよう～

7／ 1 2、 1 9、26の
火曜日
13：30～ 15：00　

アンドロイドのスマートフォンで、
ZoomとLINEの基本的な使い方
を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
1 0人

1 , 200円
（教材費）

6／9(木)
1 0：00～
申込順

新
曽

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 9（日）
1 3：00～1 6：00

パソコン・スマートフォンなど
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

親子料理教室 7／9（土）　
10：00～1 2：30

親子で協力して料理のつくり方を
学び、親子のふれあい、養育を育む

市内在住の小学生とその 
保護者、8組 1 6人

1 ,600円
（材料費、
保険代）

6／9（木)
1 0：00～
申込順　

夏休み製作講座
（ポーセラーツ）

7／30（土）
1 3：30～1 5：00

白い陶器に転写紙（柄）を貼り付
け、親子で世界に一つだけのオリ
ジナルの時計をつくる

市内在住の年少～小学校 
6年生までとその保護者、
10組20人

2 ,100円
（材料費、
保険代）

6／15（水)
1 0：00～
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及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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あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

マナフラ
フラダンス体験

7／2（土）
1 5：00～ 1 7：00 初心者向けのフラダンス体験を行う 3歳～小学6年生、 1 2人 無料

6／5（日）～　
※申込順、
電話可

夏休み書道教室
7／23（土）、25（月）、26（火）、28（木）
① 1 0：00～ 1 1：30
② 1 3：30～ 1 5：00

手本をもとに書道に挑戦し、筆の使
い方や字を書くコツを楽しく学ぶ。
できた作品は持ち帰る

小学3年生～中学生、
各 1 2人 各800円

4種類の望遠鏡
で楽しむ戸田の
星空観望会

7／ 1 7（日）① 19：00～　② 19：45～　
※状況により変更の可能性あり

望遠鏡を使用して月・星雲・星団を
観測する

高校生以上の市民（小・
中学生は保護者同伴）、
各20人

各 1 00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・在学以外の方もご参加いただけます。講座開催の2日
前までに参加費をお支払いください。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

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

6／4（土）
9:00～１2 :00

パソコン・スマートフォンなど
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

ドラマとは違う
本当の刑事の仕事

7／ 1 3（水）
1 0 :00～ 1 1 :30

本物の元刑事から
刑事の仕事を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
24人

6／ 1 6（木）
1 0：00～
申込順

夏休み
子ども将棋

7／27、8／3、1 0、
1 7の水曜日（全4回）
1 0 :00～ 1 1 :30

将棋の駒の動かし方と
対戦を学ぶ 小・中学生、 1 2人

夏休みこども
お菓子作り

7／28（木）
1 0：00～ 1 2：00

楽しみながら
美味しいお菓子づくりを学ぶ 小学3～6年生、 1 2人

1 ,000円
（材料費、
保険代）
支払期日

7／20（水）

下
戸
田

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 1（土）、7／9（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

6／28（火）、
7／26（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

子どもが安全に
ネットを利用する
ために

7／7（木）
10：00～ 1 1：30　

子どもを取り巻くSNSやネット
社会を通じて保護者の役割を学ぶ 市内在住・在勤者、30人

6／7 (火)
1 0：00～
申込順

【市民大学認定講座】
Zoom・LINE入門
コース
～スマートフォンで、
Zoom・LINEを体験しよう～

7／ 1 2、 1 9、26の
火曜日
13：30～ 15：00　

アンドロイドのスマートフォンで、
ZoomとLINEの基本的な使い方
を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
1 0人

1 , 200円
（教材費）

6／9(木)
1 0：00～
申込順

新
曽

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 9（日）
1 3：00～1 6：00

パソコン・スマートフォンなど
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

親子料理教室 7／9（土）　
10：00～1 2：30

親子で協力して料理のつくり方を
学び、親子のふれあい、養育を育む

市内在住の小学生とその 
保護者、8組 1 6人

1 ,600円
（材料費、
保険代）

6／9（木)
1 0：00～
申込順　

夏休み製作講座
（ポーセラーツ）

7／30（土）
1 3：00～1 5：00

白い陶器に転写紙（柄）を貼り付
け、親子で世界に一つだけのオリ
ジナルの時計をつくる

市内在住の年少～小学校 
6年生までとその保護者、
10組20人

2 ,100円
（材料費、
保険代）

6／15（水)
1 0：00～
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及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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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
6／3（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

6／ 1（水）、8(水）、
1 1（土）、1 5（水）、　
1 8（土）、22（水）、
29(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
6／25（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
6／ 1 1（土） 
10:30～ 1 1 :30 
※ 10:15開場

『もうひとつのどうぶつえ
ん』（32分）、
『こどもにんぎょう劇場④
世界編』（ 1 5分）

児童または一般、
15人

託児サービス

6／2、9、16、23
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

パルシアターと 
かみとだおはなし会

6／5（日） 
1 4：00～ 1 5：00

上映作品『ゆかいなどうぶ
つたち～りくのおともだち
～』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、40人

無料

ホール
（あいパル3階）

当日先着順かみとだおはなし会 6／ 19（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）

研修室
（あいパル3階）

赤ちゃんおはなし会
6／3、10、1 7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

6／24（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

6／6（月）～
※電話可、
申込順

郷
土
博
物
館

子ども体験ひろば 
「火おこしにちょうせん
（夏）」

6／ 1 8（土） 
① 10：00～ 1 1：00 
② 1 4：00～ 1 5：00

古代の人々のように木と木
をこすり合わせる方法で火
おこしに挑戦する

市内在住の小学
3年生～中学生、
1 2人（各回6人）

100円
（保険料）講座室

6／ 1 1（土） 
10：00～ 
※電話のみ、
申込順。費
用は講座当
日支払い

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

昆虫ウォッチング：夏 7／24 (日) 
1 0:00～1 2:00

彩湖周辺の昆虫と自然を
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　
（みどりパル）

6／24（金）～
※電話のみ、
申込順

昆虫標本をつくろう
7／27 (水) 
① 10:00～ 1 2：00 
② 1 4:00～ 16：00

甲虫やチョウの標本を
つくる

誰でも（小学2
年生以下保護者
同伴）、各回5人

1 ,000円
6／28（火）～
※電話のみ、
申込順

【市民大学認定講座】
星空観察会：夏の星空

7／30(土) 
1 8 :30～20:30 
※雨天中止

星のソムリエの解説を
聞きながら彩湖からの星空
を楽しむ

誰でも（小学生
以下保護者同
伴）、20人

100円
7／1（金）～
※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
　郷土博物館  443-5600 10：00～ 1 6：30　※ 1 2：00～ 1 3：00を除く
　彩湖自然学習センター  422-999 1  10：00～ 1 6：30
　（みどりパル）

図書館・郷土博物館・彩湖自然学習センター（みどりパル）のイベント

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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講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

マナフラ
フラダンス体験

7／2（土）
1 5：00～ 1 7：00 初心者向けのフラダンス体験を行う 3歳～小学6年生、 1 2人 無料

6／5（日）～　
※申込順、
電話可

夏休み書道教室
7／23（土）、25（月）、26（火）、28（木）
① 1 0：00～ 1 1：30
② 1 3：30～ 1 5：00

手本をもとに書道に挑戦し、筆の使
い方や字を書くコツを楽しく学ぶ。
できた作品は持ち帰る

小学3年生～中学生、
各 1 2人 各800円

4種類の望遠鏡
で楽しむ戸田の
星空観望会

7／ 1 7（日）① 19：00～　② 19：45～　
※状況により変更の可能性あり

望遠鏡を使用して月・星雲・星団を
観測する

高校生以上の市民（小・
中学生は保護者同伴）、
各20人

各 1 00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・在学以外の方もご参加いただけます。講座開催の2日
前までに参加費をお支払いください。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

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

6／4（土）
9:00～１2 :00

パソコン・スマートフォンなど
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

ドラマとは違う
本当の刑事の仕事

7／ 1 3（水）
1 0 :00～ 1 1 :30

本物の元刑事から
刑事の仕事を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
24人

6／ 1 6（木）
1 0：00～
申込順

夏休み
子ども将棋

7／27、8／3、1 0、
1 7の水曜日（全4回）
1 0 :00～ 1 1 :30

将棋の駒の動かし方と
対戦を学ぶ 小・中学生、 1 2人

夏休みこども
お菓子作り

7／28（木）
1 0：00～ 1 2：00

楽しみながら
美味しいお菓子づくりを学ぶ 小学3～6年生、 1 2人

1 ,000円
（材料費、
保険代）
支払期日

7／20（水）

下
戸
田

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 1（土）、7／9（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

6／28（火）、
7／26（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

子どもが安全に
ネットを利用する
ために

7／7（木）
10：00～ 1 1：30　

子どもを取り巻くSNSやネット
社会を通じて保護者の役割を学ぶ 市内在住・在勤者、30人

6／7 (火)
1 0：00～
申込順

【市民大学認定講座】
Zoom・LINE入門
コース
～スマートフォンで、
Zoom・LINEを体験しよう～

7／ 1 2、 1 9、26の
火曜日
13：30～ 15：00　

アンドロイドのスマートフォンで、
ZoomとLINEの基本的な使い方
を学ぶ

市内在住・在勤・在学者、
1 0人

1 , 200円
（教材費）

6／9(木)
1 0：00～
申込順

新
曽

スマホ・パソコン質
問コーナー

6／ 1 9（日）
1 3：00～1 6：00

パソコン・スマートフォンなど
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

親子料理教室 7／9（土）　
10：00～1 2：30

親子で協力して料理のつくり方を
学び、親子のふれあい、養育を育む

市内在住の小学生とその 
保護者、8組 1 6人

1 ,600円
（材料費、
保険代）

6／9（木)
1 0：00～
申込順　

夏休み製作講座
（ポーセラーツ）

7／30（土）
1 3：00～1 5：00

白い陶器に転写紙（柄）を貼り付
け、親子で世界に一つだけのオリ
ジナルの時計をつくる

市内在住の年少～小学校 
6年生までとその保護者、
10組20人

2 ,100円
（材料費、
保険代）

6／15（水)
1 0：00～
申込順　

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及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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※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

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
6／3（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

6／ 1（水）、8(水）、
1 1（土）、1 5（水）、　
1 8（土）、22（水）、
29(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
6／25（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
6／ 1 1（土） 
10:30～ 1 1 :30 
※ 10:15開場

『もうひとつのどうぶつえ
ん』（32分）、
『こどもにんぎょう劇場④
世界編』（ 1 5分）

児童または一般、
15人

託児サービス

6／2、9、16、23
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

パルシアターと 
かみとだおはなし会

6／5（日） 
1 4：00～ 1 5：00

上映作品『ゆかいなどうぶ
つたち～りくのおともだち
～』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、40人

無料

ホール
（あいパル3階）

当日先着順かみとだおはなし会 6／ 19（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）

研修室
（あいパル3階）

赤ちゃんおはなし会
6／3、10、1 7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

6／24（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

6／6（月）～
※電話可、
申込順

郷
土
博
物
館

子ども体験ひろば 
「火おこしにちょうせん
（夏）」

6／ 1 8（土） 
① 10：00～ 1 1：00 
② 1 4：00～ 1 5：00

古代の人々のように木と木
をこすり合わせる方法で火
おこしに挑戦する

市内在住の小学
3年生～中学生、
1 2人（各回6人）

100円
（保険料）講座室

6／ 1 1（土） 
10：00～ 
※電話のみ、
申込順。費
用は講座当
日支払い

彩
湖
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー（
み
ど
り
パ
ル
）

昆虫ウォッチング：夏 7／24 (日) 
1 0:00～1 2:00

彩湖周辺の昆虫と自然を
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　
（みどりパル）

6／24（金）～
※電話のみ、
申込順

昆虫標本をつくろう
7／27 (水) 
① 10:00～ 1 2：00 
② 1 4:00～ 16：00

甲虫やチョウの標本を
つくる

誰でも（小学2
年生以下保護者
同伴）、各回5人

1 ,000円
6／28（火）～
※電話のみ、
申込順

【市民大学認定講座】
星空観察会：夏の星空

7／30(土) 
1 8 :30～20:30 
※雨天中止

星のソムリエの解説を
聞きながら彩湖からの星空
を楽しむ

誰でも（小学生
以下保護者同
伴）、20人

100円
7／1（金）～
※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
　郷土博物館  443-5600 10：00～ 1 6：30　※ 1 2：00～ 1 3：00を除く
　彩湖自然学習センター  422-999 1  10：00～ 1 6：30
　（みどりパル）

図書館・郷土博物館・彩湖自然学習センター（みどりパル）のイベント

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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