
 資 料 ２　

□　令和元年度行事等の日程について

実施日 曜日 行事名 会場・時間 担当課

4月6日 土 戸田ヶ原さくらそう祭り 彩湖・道満グリーンパーク みどり公園課

4月14日 日 第６２回植木市「花フェスタ」 市役所通り みどり公園課

4月25日 木 戸田市第５次総合振興計画協働会議 戸田市役所 19：00～21：00 経営企画課

5月5日 日 こどもの国まつり 児童センターこどもの国 児童青少年課

5月11日 土 運動会（中学校1校） 各小中学校 教育委員会

5月20日
～5月24日

学校公開（中学校1校） 各小中学校 教育委員会

5月23日 木 リズム体操発表会 戸田市文化会館 福祉総務課

5月23日 木 戸田市第５次総合振興計画協働会議 戸田市役所　19：00～21：00 経営企画課

5月25日 土 運動会（小学校10校） 各小中学校 教育委員会

6月1日 土 学校公開（中学校4校） 各小中学校 教育委員会

6月1日 土 運動会（小学校2校） 各小中学校 教育委員会

6月8日 土 学校公開（小学校1校　中学校1校） 各小中学校 教育委員会

6月9日 日
TODA CITY THEATRE劇団ONE
第7回公演「戯曲推理小説」

戸田市文化会館 大ホール 文化スポーツ課

6月15日 土 学校公開（小学校7校） 各小中学校 教育委員会

6月22日 土 笹目川Let’s Pick Up! 山宮橋周辺　8：30～10：30 道路河川課

6月22日 土 学校公開（小学校2校） 各小中学校 教育委員会

6月29日 土 学校公開（中学校1校） 各小中学校 教育委員会

7月7日 日 水害避難訓練 戸田第一小学校　8：30～正午予定 危機管理防災課

7月9日 火 戸田市第５次総合振興計画協働会議 戸田市役所　19：00～21：00 経営企画課

7月20日 土 オリンピック1年前イベント イオンモール北戸田 文化スポーツ課

7月20日 土 サイエンスフェスティバル 芦原小学校　13：00～16：00 教育政策室

7月27日 土
夏祭り
(社会福祉法人戸田市社会福祉事業団)

戸田市立健康福祉の杜 長寿介護課

7月29日 月 第３３回戸田市納税促進標語書道展表彰式 戸田市役所大会議室　10：00～ 収納推進課

8月3日 土 第６６回戸田橋花火大会 荒川河川敷（国道１７号戸田橋上流） 経済政策課長

8月6日 火 戸田市第５次総合振興計画協働会議 戸田市役所　18：45～19：30 経営企画課

8月17日・
18日

土・日 第４５回戸田ふるさと祭り 戸田市役所 協働推進課

8月25日 日 パラリンピック1年前イベント イオンモール北戸田 文化スポーツ課

9月7日 土 戸田市敬老のつどい 戸田市文化会館 長寿介護課

  9月7日・
     8日

土・日
あいパル
第５回バースデーパーティー

上戸田地域交流センター 福祉総務課

9月14日 土 運動会（中学校5校） 各小中学校 教育委員会

9月8日～
9月16日

第１９回戸田市美術展覧会
戸田市文化会館2階展示室・3F各会
議室

文化スポーツ課

9月15日 日 第１９回戸田市美術展覧会 表彰式・懇親会 戸田市文化会館4階　羽衣の間 文化スポーツ課

9月21日～
12月1日

平成３１年度戸田市文化祭
戸田市文化会館・上戸田地域交流
センター・市内公民館等

文化スポーツ課

9月28日 土 戸田市科学展 彩湖自然学習センター 教育政策室

9月29日 日 戸田市総合防災訓練 自主防災会実施会場他　8：00～ 危機管理防災課

令和元年８月

令和元年７月

令和元年６月

令和元年５月

平成３１年４月

令和元年９月
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□　令和元年度行事等の日程について

実施日 曜日 行事名 会場・時間 担当課

令和元年１０月

10月5日 土 第４５回戸田市シルバースポーツ大会 戸田市スポーツセンター 長寿介護課

10月5日 土 笹目川秋フェスタ
舟下りイベント（午後・笹目川北
戸田駅付近大型護岸）

道路河川課

10月6日 日 戸田市健康福祉の杜まつり 戸田市福祉保健センター 福祉保健センター

10月20日 日 戸田市民体育祭地区大会 市内6会場（小中学校） 文化スポーツ課

10月26日・
27日

土・日 第３９回商工祭
戸田市役所市役所通り（市役所前
交差点から文化会館前交差点）

経済政策課

10月27日 日
戸田市文化会館開会式
戸田市芸能フェスティバル

戸田市文化会館 大ホール 文化スポーツ課

10月27日 日 青少年祭り 戸田第一小学校校庭 戸田第一小学校校庭

10月26日 土 学校公開（中学校6校） 各小中学校 教育委員会

11月2日 土 学校公開（小学校11校） 各小中学校 教育委員会

11月3日 日 戸田市表彰式 戸田市文化会館 10：00～12：00頃　政策秘書室

11月9日 土 学校公開（小学校1校） 各小中学校 教育委員会

11月10日 日 埼玉県消防協会蕨戸田支部消防特別点検 蕨市立中央小学校 消防本部総務課

11月16日 土 戸田市戦没者追悼式 戸田市文化会館 福祉総務課

11月17日 日 青少年健全育成大会 戸田市文化会館 児童青少年課

11月17日 日 戸田マラソンin彩湖2019 彩湖道満グリーンパーク 文化スポーツ課

11月21日 木 戸田市小中学校音楽会 文化会館　時間調整中 教育政策室

11月23日・
24日

土・日 第４３回下戸田公民館まつり 下戸田公民館　10：00～15：00 生涯学習課

11月30日・
12月1日

土・日 第４３回美笹公民館まつり 西部福祉センター 10：00～15：00 生涯学習課

11月30日 土 戸田収穫祭 戸田市役所 経済政策課

11月下旬 道満まつり 彩湖・道満グリーンパーク みどり公園課

12月7日 土 こどもの国地域イルミネーション点灯式 児童センターこどもの国 児童青少年課

12月7日・
8日

土・日 第４３回新曽公民館まつり 新曽公民館 生涯学習課

12月7日・
8日

土・日 戸田市児童生徒作品展 戸田市文化会館　9：00～14：00 教育政策室

12月15日 日 親子ふれあい映画会 戸田市文化会館 児童青少年課

12月22日 日 プリムファミリークリスマス 障害者福祉会館 福祉総務課

12月25日 水 小中学校ふれあいコンサート 文化会館　時間調整中 教育政策室

1月7日 火 戸田市賀詞交歓会 戸田市文化会館　11:00～12：00　 政策秘書室

1月8日 水 教育フェスティバル ボートレース戸田　時間調整中 教育政策室

1月13日 祝・月 戸田市成人式・はたちの集い 戸田市文化会館 児童青少年課

2月9日 日 戸田市民ミュージカル「The River 2020」 戸田市文化会館 大ホール 文化スポーツ課

2月14日 金 防災講演会（防火安全協会主催） 戸田市文化会館 消防本部予防課

3月7日 土 消防フェア 未定 消防本部予防課

3月14日・
15日

土・日 第５回あいパルフェスタ 上戸田地域交流センター 福祉総務課

令和２年３月

令和２年２月

令和２年１月

令和元年１２月

令和元年１１月


