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【特設ステージ】（出演順）
・円天楽
・さくら草ハーモニカ愛好会
・グローバルマザーズ
・トマピー応援団
・セブンス・トーンズ
・ハニーダイヤモンド(Soy Bean’s)
・オトなバンド戸田倶楽部
・戸田ドラゴンファイターズカンフーアクションクラ
ブ
・響友会合唱団
・WITH HOPE CHOIR（ｳィｽﾞ ﾎｰﾌﾟ ｸﾜｲﾔｰ）

秋晴れの 10 月 21 日（日）第 5 回「ふらっと広
場“ＴＯＭＡＴＯ”」を、無事に開催することが
できました。
参加団体のみなさんご協力ありがとうございま
した。また、来てくださったみなさん本当にあり
がとうございました。お疲れさまでした。
◆ふらっと広場“ＴＯＭＡＴＯ”参加団体
【ブース】
（番号順）
・特定非営利活動法人 まち研究工房
・埼京戦隊ドテレンジャー
・小さな植林隊
・グローバルマザーズ
・トマピー応援団
・アライブ埼玉
・特定非営利活動法人 戸田市ＩＴﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会
・とだ緑のボランティア/(公)財戸田市公園緑地公社
・埼玉自転車市民の会
・手当ての輪
・戸田ワン・ニャンサポートクラブ
・円天楽（屋台村）

【イベントステージ】（出演順）
・埼京戦隊ドテレンジャー
・戸田市コンセール・ルネッサ吹奏楽団

【お披露目行脚】
・ＧＴＯ！２０１２！
トダセスジゲンゴロウ
のゲンちゃん

◆平成 24 年度とだ共同参画フォーラム
★「パパに聴いてほしい子育て論」★
文壇最強の子育てパパが語る 子育て論
～新しい家族のあり方～
「リング」「らせん」著者作家 鈴木 光司 氏
日
時:Ｈ24 年 11 月 10 日(土)13:30～
場
所:戸田市文化会館 304 号室
対
象:戸田市民 150 人＊入場無料
●申
込: 定員(150 人）に達し次第、締切
●申込方法: メール・電話(9:00～17:00)
ＦＡＸ・はがきなど
●記載事項 住所・氏名(ふりがな)・電話番号
件名「フォーラム申込」
託児希望の方はお子様の氏名・性別・年齢
※託児は 1 歳以上、申込順 15 人まで
※未就学児の入場はできません
問合せ:戸田市男女共同参画センタービリーブ
戸田市大字上戸田 86-1
電話:443-5046 FAX:444-0463
メール:believe@city.toda.saitama.jp

お 祭 り 情 報
◆第 2 回戸田市健康福祉まつり◆
～ここから発信！心と体の健康づくり～
日時：Ｈ24 年 11 月 11 日(日)10:00～15:00
場所：戸田市健康福祉センター
戸田市大字上戸田 5-6 TEL:446-6484(代）
1)屋内ブース
・市が実施している保健事業の紹介
・健康・福祉関係の市民団体の活動発表
・体験コーナー
(エクササイズ講座、ストレス測定、脳のトレー
ニング、赤ちゃん人形だっこ等)
2)屋外ブース
・食を見直そう（ポン菓子の実演、朝ごはんフ
ォトコンテス等)
・
・屋台でのつみれ汁・やきそば等の販売・美里町
（姉妹都市）の朝採り野菜の販売等
3)市内６つの作業所に通う障害者たちが協力して
働く「CAFE こるぽ」の営業
◆新曽新田口 しんしん祭り
日 時:Ｈ24 年 11 月 23 日(金 祝)10:00～16：00
場 所:馬場ふれあい公園
内 容:フリーマーケット・模擬店・各種ゲーム他
連絡先:新曽新田口商店会 TEL:441-2251

≪ＴＯＭＡＴＯ通信

増 刊 号≫

◆コンパルまつり◆
日時:Ｈ24 年 11 月 17 日(土)18 日(日)
10:00～16:00
場所:笹目コミュニティセンター コンパル
戸田市笹目 3-12-1 TEL:422-9988
内容:多目的ホール:フラダンス、手品披露等
体験コーナー:写真入りカレンダー（大人）等
メインイベント:18 日 13:00～
Ⅰ部:ディオ・ケーナツバ/池山由香、八木倫明
ケーナとアルパ、異文化の織なす調べ
Ⅱ部:美笹中学校吹奏楽部
アラカルト:カレー＆ドリンク、綿あめ、宝く
じ、ポップコーン

♪音 楽 情 報 ♪
◆第７回戸田音楽祭 “市民アンサンブルフェスタ”
この音楽祭は小中学生や市民の方々に 鑑賞の
みならず、演奏に参加できるような音楽環境づく
りを目標に、確実に成果をあげてきております。
ぜひ皆様のご参加を心よりお待ち申し上げてお
ります。
＊演奏参加募集は締め切られています。
♪楽器体験コーナー ＊参加無料
日時:Ｈ24 年 11 月 3 日(土・祝)11:00～12:30
場所:戸田市文化会館・ホール・２F 展示室
♪市民アンサンブルフェスタ
日時:Ｈ24 年 11 月 3 日(土・祝)
開場:12:30 開演:12:45
出演予定：響友会ワークショップ合唱団
管打楽器隊まかろん/ＹＭＴＡ saxophone
Quartet 他
◆第 23 回 合 唱 祭
♪新コーナー！あなたも一緒に歌いましょう
日時:Ｈ24 年 11 月 11 日(日)
開場:12:30 開演:13:00
場所:戸田市文化会館ホール ＊入場無料
出演予定:コール・ローレライ/宝珠コーラス
コール・セプテンバー 他
プログラム最後は、会場の皆さんと楽しく歌い
ましょう～というプログラムもあります。
歌：紅葉、野菊、遠くへ行きたい、遥かな友に 他

◆ほ の ぼ の コンサート２０１２
♪とだ市民吹奏楽団 第 4 回定期演奏会
日時:Ｈ24 年 11 月 18 日（日）
開 場:13:00 開演:13:30
場 所:戸田市文化会館ホール
曲 目:アルヴァマー序曲/嵐メドレー、宝島 他
*入場無料/お子様連れでの来場大歓迎！！
問合せ:とだ市民吹奏楽団
メール：tocow@yahoo.co.jp
http//music.geocities.jp/tocow

使用済みインクカートリッジで
地域通貨戸田オールをもらおう！
～交換期間～
平成２４年１０月１日～平成２５年１月末日
★使用済インクカートリッジを、交換店に持っ
いくと、オールがもらえます。
集まったカートリッジは学校に寄附されベルマ
ークと交換されます。
対象カートリッジ機種
・Canon

◆管打楽器隊 ま か ろ ん♪2nd コンサート
日 時:Ｈ24 年 11 月 25 日（日）
開 場:13:30 開演:14:00
＊入場無料・全席無料・お子様連れ大歓迎！
場 所:新曽公民館ホール(戸田市大字新曽 1395)
問合せ:管打楽器まかろん
メール:kandagakkitaimacaron@yahoo.co.jp
http//music.geocities.jp/kandagakkitaimacaron/

◆ゆるキャラさみっと in 羽生に参加します！！
・ＧＴＯ!２０１２!・トマピー応援団
今年のテーマは「キャラッと輝け！全国まちじ
まん大集 Go！」。人の心を和ませ、笑顔を与えて
くれるキャラクターたち、まちのシンボルとして
輝くキャラクターたち。そんなキャラクターたち
を全国から集め、ご当地グルメや特産品など「ま
ち自慢」をしてきてくださいね。
全国からゆるキャラが集まる様子は圧巻です。
日時:Ｈ24 年 11 月 24 日(土)、25 日(日)
9:00～15:00
場所:羽生水郷公園芝生広場・キャッセ羽生
ゆるキャラさみっと in 羽生詳細
http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/madoguch
i/syoukou/02_culture/02_kankou/yuruchara/yur
uchara.html

・EPSON
∴対象交換店∴
・Brother
戸田第一小学校対象受付店
・
（有）みねぎし・
（有）群泉堂
・
（株）篠崎電気戸田店
戸田南小学校対象受付店(戸田公園駅周辺店)
・まちのえきかめや
・八百忠・戸田公園ほそい歯科医院
・戸田公園斉間歯科・お茶の芳せん
・ゆうゆう（福祉作業所）

・詳しくはＨＰまで

◆「ゆるキャラグランプリ２０１２」
ボランティア・市民活動支援センターのイメージ
キャラクターの｢トマピー｣エントリーしています。
投票期間:9 月 15 日(土)～11 月 16 日(金)
トマピーエントリー№193
http://www.yurugp.jp/entry_detail.php?id=19
3
応援してあげてくださいね。

◆センターからのお知らせ
登録団体さんの情報ファイル完成しました。
活動情報チラシやイベントチラシを、どしどし
ファイリングしてください。また、センターに
印刷に来られた際に、ついでにファイリングし
て行ってくださいね。
市民のみなさんに団体さんの活動を幅広く知
って頂ける機会です。是非ご活用ください。

この情報はボランティア・市民活動支援センターホ
ームページの一部から抜粋しております。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方はホームペ
ージ（http://todasimin.net）にアクセスしてくださ
い。ここに掲載できなかった情報も多数あります。

☆★☆今月の補助金・助成金☆★☆
【 LUSH JAPAN チャリティバンク助成（通常版）】
LUSH JAPAN では、チャリティ商品の売上金額（消費税
除く）を小規模で、直接的に活動している草の根団体
に助成しています。
◆申込み資格
・活動内容が下記分野にあてはまること
＊環境保護活動
＊動物の福祉／動物の権利擁護活動
＊人道支援／人権擁護活動
・1 年以上の団体としての活動実績をもつこと
・WEB ページで団体の活動情報が閲覧できること
・電子メールで連絡が取れること
・原則として、日本に事務局機能があること
・「ラッシュの信念」に賛同すること
◆助成金額
10 万～200 万円
（「チャリティポット」の売り上げにより助成財源が
決定するため、変更の可能性があります）
◆応募方法
申請書類を下記 HP よりダウンロードしていただき、
必要事項をご記入の上、下記までご郵送ください。
◆応募締切
平成 24 年 12 月 31 日(月)（消印有効）
助成先は決定次第、PC サイトや携帯サイト、ラッシュ
タイムズで紹介しています。
◆書類送付・問合せ先
〒108-0075
東京都港区港南 2-4-15 品川サンケイビル 4F
株式会社 ラッシュジャパン チャリティポット係
TEL：03-5781-9567（月曜～金曜 11 時～17 時）
詳細は下記 HP をご覧ください。
http://www.lushjapan.com/ethical/charitybank/

☆★☆ピックアップ 今月の団体紹介☆★☆
今月は「文化・趣味」に関わる団体よりピックアップ！

GTO！2012！
テレビ番組のＧＴＯと間違われやすい名前です
が、元気な（Ｇ）戸田の（Ｔ）おとうさん・おかあ
さん・おにいさん・おねえさん…（Ｏ）が、2012 年
に集まって出来たので、グループ名はＧＴＯ！２０
１２！です。
戸田市の道満で見つかったので戸田の名前をもつ
「トダセスジゲンゴロウ」くんが、日夜、悪い奴ら
をやっつけるために剣道の練習に励んでいると、少
年剣士の姿になったのが「げんちゃん」です。この
「げんちゃん」を主人公にした、子供向けの着ぐる
みショーを行っています。
2012 年 8 月 19 日、戸田ふるさと祭りで道満を管理
している、戸田市公園緑地公社さんが出店している
“ザリガニ釣りコーナー”のお手伝いをさせていた
だいたのが最初です。ふるさと祭りに集まってきた、
子供たちと握手をしたりして、ふれ合いました。
2012 年 8 月 25 日の北戸田住宅の夏祭りや 9 月 22
日の戸田第一小まつりにも参加しました。
これからも小学校や商店街のお祭りに参加してい
きたいので、気軽にお声をかけてください。また、
一緒に活動をしたいと思っている方の連絡もお待ち
しています。

≪問合せ先≫
TEL：090-9300-6694
（担当：山中）
URL：http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000170

E-Mail：genkina_todano_otousan@yahoo.co.jp
(発行)
戸田市ボランティア・市民活動支援センター“TOMATO”
住所：戸田市上戸田 1-18-1
TEL：048-441-4444
FAX：048-441-4451

※ピックアップ団体は、ホームページ及び TOMATO
の双方に登録している団体を中心に、任意に選択して
います。「ぜひ、うちの団体を紹介して欲しい！」と
いう団体がありましたら、TOMATO までご連絡くだ
さい！

