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戸田環境整備事業協同組合
理事長　宇佐見　博至

〒335-0038 　　　　　　　　　　　
埼玉県戸田市美女木北1丁目9番地６
電話048-449-4353　FAX048-449-4355
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スタンドケース付き�
使い捨てマスクケース�

株式会社エントリー�
埼⽟県 蕨市 錦町 4-6-31�
TEL：048-447-7566�
https://www.entry-jp.com�

飲⾷店・美容室・医療機関等で、お
客様の使⽤しているマスクを、⼀時
的に保護・収納できるOPP製の専⽤
袋です。使い捨てタイプなので、よ
り衛⽣的にご利⽤いただけます。�

200枚⼊り�

会場案内マップ
236

〒上戸田郵便局〒上戸田郵便局 戸田中央総合
健康管理センター
戸田中央総合
健康管理センター

戸田駅

戸田駅 (北)

戸田駅東口
上戸田五丁目

上戸田四丁目

市役所前

上戸田一丁目

埼
京
線

埼
京
線

戸田市役所戸田市
　文化会館

後谷公園後谷公園

文化会館前

戸田ふるさと祭り会場
戸田駅から徒歩約 10分

駐輪場
（約 300台）

駐輪場
（約 440台）

駐輪場
（約 210台）

駐輪場
（約 800台）

市役所通りの一部市役所通りの一部
（市役所前交差点～文化会館前交差点）

日時：8 月 20日㈯、21日㈰　
両日とも正午～午後８時

車両通行不可車両通行不可

国際興業バス（西川 62・蕨 54）「戸田市役所入口」下車

コミュニティバス toco の川岸循環「⑥戸田市役所」
停留所は、会場周辺の交通規制のため、停留所の場所を
変更します。
詳しくは停留所に掲載する案内などでご確認ください。

　今年で48回目を迎える『戸田ふるさと祭り』がいよいよ開催されます。
　一昨年は中止、昨年はオンラインとなりましたが、今年の戸田ふるさと祭りは、3年ぶりに戸田
市役所周辺が会場となります。開催にあたり、ご支援・ご協力をいただいた皆様に感謝申し上げます。
　戸田ふるさと祭りは、市民の皆様に愛され、受け継がれてきた、市民とともに作り上げる戸田市
の夏のイベントです。
　今年は、町会・自治会による流し踊りやバンド演奏、キッズダンスなどのパフォーマンスをはじ
め、ローイングエルゴメーター体験やウォーキングサッカーなど市民の発案による参加型企画、風
鈴フォトスポットの設置、市内企業等の飲食ブースの出店など、多くの皆さんに楽しんでいただけ
る内容が盛りだくさんとなっています。
　また、戸田市出身のサッカー選手、宇賀神友弥選手と長谷川唯選手のPR大使就任式（8月21日）も
行います。
　当日は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながらの開催となるため、ご来場の際
には手指の消毒や咳エチケットなどにご協力ください。
　皆様のお越しを心からお待ちしております。

第48回戸田ふるさと祭り
大会会長兼実行委員長

菅原　文仁

※来場者用駐車場はありません。
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www.sudo-dental.info

バリアフリー・エレベーター完備、
ベビーシッターあり

大型駐車場完備

株式会社　日幸電設

戸田市係長会

医療法人 髙仁会
介護老人保健施設 コスモス苑
医療法人 髙仁会 戸田病院

埼玉田中電気 
株式会社

祝 第48回戸田ふるさと祭り

〒335-0021　戸田市新曽1295-3
FAX 048-446-2310電話 048-445-1131

一般社団法人　蕨戸田市医師会

レースを支える

〒 335-0024　埼玉県戸田市戸田公園 8 番 22 号
TEL:048-441-7715 https://www.boatrace-sk.jp

本町商店会

宇賀神選手・長谷川選手とだPR大使就任式
戸田市出身のプロサッカー選手

【日時】▪20日㈯ 正午~なくなり次第終了
【企画】・ 「#戸田ふるさと祭り」を付けてTwitterやインスタグラムなどのSNSへ投稿をしてくれた来場

者へ、鳥羽シェフ監修のおいしい商品をプレゼント
 ・ 当日の素敵な投稿については、鳥羽シェフからいいねやリツイートをしてもらえるかも
 ・ 戸田ふるさと祭り本部テント内で配布します
 ・プレゼント商品は先着100名限定、なくなり次第終了

【日時】▪21日㈰�午後7時30分~
	 ※宇賀神選手が当日来場します！長谷川選手からは市民の皆さんへビデオメッセージをお届けします！

【会場】文化会館ホール

　戸田ふるさと祭りをより盛り上げるために、とだPR大使の鳥羽周作シェフ
とコラボしたSNS投稿企画を行います。投稿してくれた来場者には鳥羽シェフ
監修の商品をプレゼント。皆さんの素敵な投稿をお待ちしています。

　これまでもサッカーの試合での活躍により戸田市を盛り上げてくれていた2人が、同時に「とだPR大使」に
就任します。
　とだPR大使の就任式を戸田ふるさと祭りで実施します。

・�1988年生まれ、戸田市出身。戸田南小学
校、戸田中学校を卒業。流通経済大学を
経てJ1の浦和レッズで活躍。2018年には
日本代表として国際Aマッチ出場を果た
す。現在はJ3のFC岐阜で活躍中。

【宇
う

賀
が

神
じん

友
とも

弥
や

 選手】
・�1997年生まれ、戸田市出身。戸田南小学
校、戸田中学校を卒業。国内チームから
イタリアのACミラン・フェミニーレへ移籍
を経て、現在、イングランドのウエストハ
ム・ユナイテッドで活躍中。

【長
は

谷
せ

川
がわ

唯
ゆい

 選手】

とだPR大使も戸田ふるさと祭りを盛り上げます!!

「おいしい」プレゼント
鳥羽シェフによる
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　戸田ふるさと祭りは、「心と心の触れ合いと郷土を愛する心を育てる」という思いのもと、昭和50年に第１回が開

催されました。以来、半世紀の間、戸田市の発展とともに、少しずつ形を変え、進化を続けてきました。これまでも太

鼓や神輿、流し踊りなど多くの団体が参加し、子どもから高齢者まで多くの市民に愛され受け継がれてきました。

　令和の時代に入り、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、会場での実施が困難となり、オンラインによる開催も試

みました。今年度は、依然続く困難な状況の中でも、心と心が触れ合える大切な機会を途切れさせないために、感染防

止対策を行いつつ、戸田ふるさとまつりを開催することといたしました。

戸田ふるさと祭りの歴史
～心と心の触れ合いと郷土を愛する心を育てる～

HISTORY

戸
田
市

戸
田
ふ
る
さ
と
祭
り

市政施行50周年
10月 1日に記念式典及び記念祭「とだ50祭」を
開催しました。

平成26年
戸田市誕生
戸田市は昭和41年 10月 1日、県内24番目
の市として誕生しました。当時の人口は約5.5
万人でした。

昭和41年

（写真：戸田市立郷土博物館所蔵）

［第32回］平成18年～
戸田競艇場
戸田競艇場に場所を移して開催。水辺が近く、風が吹くと
とても気持ちいい。広いステージで、子どもから大人まで、
さらにはヒーローも加わりパフォーマンスショーが行われ
ていました。B 級
グルメ選手権あり、
フリーマーケット
あり、熱気あふれ
る祭りが行われて
いました。

新戸田橋開通と埼京線開通
昭和53年に新戸田橋開通。埼玉県と東京都を結ぶ現在の
戸田橋が開通しました。昭和60年には埼京線開通。埼京
線の開通により通勤・通学が便利になりました。

昭和50年～昭和64年

旧市役所・中央通り
国道17号から五差路までの間を歩行者天国にし、旧市役
所（現あいパル）をメイン会場として様々な企画が催され
ました。メイン会場で盆踊りが盛大に行われ、流し踊りや
ささら獅子舞、の
ど自慢、ちびっこ
広場ではケン玉、
写真撮影コーナー、
わんぱく腕相撲な
どもありました。

［第１回］昭和50年～

東京外かく環状道路開通
和光から三郷までの区間が開通しました。平成8年
には人口が10万人を突破しました。

平成4年

現市役所 ･後谷公園
14年ぶりに戸田ふるさと祭りが市役所に戻ってきまし
た。総勢500人の流し踊りや、神輿、太鼓、夏菜さん
のPR大使就任、ワークショップなど大賑わいでした。

［第45回］令和元年［第20回］平成6年～
現市役所 ･後谷公園 ･市役所南通り
現市役所・後谷公園・市役所南通りで開催。青少年祭り
と同時開催で多くの子ども達で賑わっていました。サン
バパレードが南通りを通過。ジャンボじゃんけん大会や、
ミニ四駆大会、子
ども相撲など、み
んなが楽しめる企
画がたくさんあり
ました。
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商品にとっての一流ホテルをモットーに　
　　　物流を通して地域社会に貢献している

〒 335-0027 埼玉県戸田市氷川町 1-9-9　
TEL 048-441-2240 FAX 048-443-3530　

戸田市建設業協会
安全な街を造り隊

祝 第48回 戸田ふるさと祭り

 

　　戸田市造園業協同組合　　戸田市造園業協同組合

大塚グリーン 1-5-17

戸田市新曽1595-1

6-14-11

1-1-5

  http://www.dsr-gp.co.jp  
埼玉支店　 〒 335-0026 

戸田市新曽南 2 丁目 15 番 22 号
TEL048-445-1111 ㈹  FAX048-445-1120
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本部テント本部テント

● 会場レイアウト

●市役所庁舎は、地下休憩所、1階東側以外は立ち入り禁止です。
●暑さが予想されますので、体調管理には十分にお気を付けください。具合が悪くなった
場合は本部テントにある救護所までお越しください。

●会場内は全面禁煙です。
●他の来場者の迷惑となる行為はしないでください。
●酩酊状態での入場は警備上固くお断りします。
●路上駐輪は禁止です。駐輪場に駐輪してください。
●ペットは周りの方の迷惑とならないよう目を離さないでください。また、建物内等入場
が規制される場合があります。あらかじめご了承ください。

●緊急時は係員の指示に従って行動してください。
●飲食は市役所敷地内の飲食スペースでお願いします。

各駐輪場とも、21:00に閉
鎖します。21:00以降も駐
輪している自転車は、放置
自転車として撤去します。
駐輪自転車に関する事故や
トラブル、撤去について、
実行委員会は一切責任を負
いません。

注意事項 駐輪場の注意事項

●町会・自治会による流し踊り（20日（土）のみ）
●ダンスやバンド演奏
●とだPR大使就任式（21日（日）のみ）

神輿展示
●1階ホール入口
　（21日（日）のみ）

文化会館ステージ
 P8.9

 Toda っ子ものづくり
ワークショップ

�P15
●文化会館2階展示室
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本部テント本部テント

ゴミは分別し、所定の場所へお願いします。
近隣等へのポイ捨ては絶対にしないでください。

1 〜 23  1 39〜 の出店の一覧は P10、11 まで

飲食スペース インフォメーションごみ箱

救護所トイレ
（多目的トイレあり）

本部テント
●�市内店舗で使える超お得な引換券がも
らえる !?

　�おたのしみがちゃがちゃを実施�
数量限定1回300円

● �SNSで「#戸田ふるさと祭り」�をつけ
て投稿しよう、ステキなプレゼントが
もらえるよ !（20日（土）、数量限定）

●�清掃ボランティア受付

 夏のフォトスポット
●市役所南側藤棚付近

●プラネタリウム上映
●�陸上ボート運動会　（20日（土）のみ）

市役所1階東側エリア
 P12

●20日 ( 土 ) はたらくくるま展示
●21日 ( 日 ) ウォーキングサッカー

駐車場東側エリア
 P13
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有限会社小山商事
KOYAMA ー LINE

048-452-4129
戸田市新曽2196-1ミラージュガーデン２F

(北戸田駅下車30秒・西口セブンイレブン上)

048-423-6721
戸田市笹目4-37-6（笹目中学校横）

戸田店

北戸田駅前店

● デリバリー・テイクアウト可！

● 誕生日割引＆特典あり！記念日もご相談ください

● 毎月29日【肉の日】

ランチセットの肉20％増！アラカルトの肉2割引！

★本誌持参でご来店のお客様全員１ドリンク無料！ 期間中何度でも◎ ２０２２年９月末まで★
株式会社アイティワン

戸田中央商店会

株式会社
ロット

戸田金融団

有限会社あさひ福祉サービス
あさひケアサービス・あさひ丸グループ

● 文化会館ステージスケジュール　 1日目8月20日（土）

　1993年生まれ。つつじ
幼稚園、戸田第二小学校に
通い、大学入学までを戸田
市で過ごす。地元愛が強く、
大学で行われたレガッタ大
会には「ボートコースに行
ける」という理由で参加するほど。現在は「戸田出
身者の中でいちばん有名なラジオパーソナリティ
になりたい」となぜか茨城のラジオ局で言い続け、
番組ではプチ戸田市ブームを巻き起こした。

〈ひとこと〉
　戸田ふるさと祭りでMCをさせていただけるこ
と、とても光栄に思います。大好きな地元を盛り
上げ、皆さんとの絆も深めていきたいです。当日
は会場でお会いできるのを楽しみにしています。

司 会 くまき もえ
時 間 プログラム

12:00 開会式
12:30 KING

毎週水曜日楽しく踊っています！メンバーも募集しています！

13:00 埼京戦隊ドテレンジャー　ヒーローショー
戸田市のご当地ヒーロー、埼京戦隊ドテレンジャーが帰ってきた！

13:30 戸田市武術太極拳連盟
市連結成から15年目。感染予防を心がけながら練習に励んでいます。

14:00 ニキータ（浅生、矢沢、小沼、佐藤由、佐藤太）
我ら！市議バンド！一緒に「負けないで」戸田を盛り上げよう！

14:30 Form and Freedom
ヒップホップを中心に楽しく自己表現できるダンスチームです。

15:00 nicone sax quartet
パワフルなサックスの音色でニコニコ笑顔に♪暑さを吹き飛ばそう！

15:30 タヒチアンダンスチームTe Aho Ora（テアォーラ）
夏にぴったりのタヒチアンダンスで、皆様に元気をお届けします！

16:00 戸田市聴力障害者協会＆戸田市手話通訳問題研究会
手話によるコーラスです♪みんなで手話を覚えよう！！

16:30 学童保育じゃんぷ
全国34か所で運営、学童保育じゃんぷのダンスパフォーマンス。

17:00 KOBA♡ダンサーズ
オリジナルダンスと歌で楽しさを表現します。38歳コバケン。

17:30 流し踊り

戸田市伝統の「戸田音頭」を町会ごとに踊ります。

18:00

18:30

19:00

19:30 戸田ふるさと太鼓
ふるさと祭りで演奏できる喜びをお伝えできるようがんばります。

20:00

戸田市武術太極拳連盟

ニキータ Form and Freedom

KING

nicone sax quartet

学童保育じゃんぷ

Te Aho Ora

KOBA♡ダンサーズ

喜沢1丁目町会
喜沢南町会
中町会
元蕨町会
東町町会
新田口町会

南原町会
大前町会
上前町会
沖内町会
馬場町会
笹目5丁目町会
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住所 戸田市上戸田 4-7-21
TEL 048-443-8530

NPO 戸田 EM
ピープルネット
不動産の事なら
八木橋不動産

上戸田商店会

戸田市商店会連合会

印刷　出版　企画　編集　デザイン　翻訳　
ホームページ作成　情報処理

〒336-0021　さいたま市南区別所3-1-10
TEL:048-862-2901  FAX:048-862-2908  E-mail :info@kanto-t.jp

時 間 プログラム

12:00 ダンスサークル桃
今年10周年！毎週(火)10～12時あいパルで活動中。大人女性チーム。

12:30 ジェクサー・フィットネス＆スパ戸田公園
皆さんを“笑顔”にできるような明るく元気なパフォーマンスをご覧ください！

13:00 ユアー戸田キッズダンスチーム
日頃の練習の成果を発揮できるように頑張ります！

13:30 MAYA BALLET STUDIO
 3歳～高校生　心を一つに　“Etudes”〈レッスン風景～本番〉

14:00 D
デ ィ ル

LL　Dance　School
蕨にあるストリートダンス教室　世代を問わず150名が在籍中！

14:30 音楽♪委員会
女性3名、男性2名のJ-POPのカヴァーを得意とするバンドです。

15:00 G.R.E.Sアレグリア
サンバのリズムで戸田ふるさと祭りを熱く盛り上げます。

15:30 FUJIO　BAND
2017年結成。今回は尾崎豊の世界をお楽しみください。よろしく！

16:00 ナガラスタジオ
開設して10年目を迎えます。8月末まで初回体験無料です！

16:30 ナープアオカホークーフラスタジオ
フラに年齢・性別は関係ありません！ Enjoy HULA!

17:00 ダンスサークル Arcanciel
毎週金曜日に活動しているストリートダンスサークルです!

17:30 バンザイジュニアグループ
幼稚園生～中学生のチーム。ヒップホップとチアダンスを踊ります。

18:00 チアクラブ戸田スクール
あいパルにて3歳～中学生で活動しているチアダンスチームです。

18:30 少林寺拳法演武
少林寺拳法の剛法と柔法を組合わせた演武を是非ご覧ください。

19:00 フォーエイト フォーエイト〜地域通貨戸田オールのうた〜発表
作詞作曲山口マリーさんがオール20周年に戸田オール ザ バンドと歌います。

19:30 とだPR大使就任式
19:50 閉会式
20:00

2日目8月21日（日）

FUJIO　BAND

G.R.E.Sアレグリア

音楽♪委員会

DLL　Dance　School

MAYA BALLET STUDIO

ダンスサークル桃 ジェクサー・フィットネス＆スパ戸田公園

●事情によりプログラム内容に変更がある場
合がございます。予めご了承ください。

●観覧無料、入退場自由です。
●着席して観覧してください。
●飲食は禁止です。
●文化会館の利用にあたってはルールを遵守
してください。

 ステージを観覧されるお客さまへ 

文化会館ホームページ
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〒335-0038　埼玉県戸田市美女木北二丁目１１－１２

TEL：048-424-1900　

私たち全農グループは
生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります

戸田アスコン株式会社

寿司和

● 道路上エリア出店

テント
番号 団体名 開催内容

1 ナイチンゲールと紅い薔薇
くじ引き、サイコロゲーム、ぷよぷよすくい、
おもちゃ、紳士・婦人靴下販売等

2 はなくま おもちゃくじ、各種すくい物販売等

3 幼児昔遊びコーナー おはじき・お手玉・こま・トランプができるかな？

4 夢まち屋 玩具販売等

5 生活協同組合コープみらい
無料抽選会で、COOPの日用品をプレゼントします。
（ご家族1回）

6
自衛隊埼玉地方協力本部朝霞地域事務所 20日（土） 12時〜17時 自衛隊PR、自衛官募集、啓発品の配布

夢みなみ農業協同組合青年連盟しらかわ地区 21日（日） 12時〜16時 白河市産の夏野菜の販売等

7

戸田市危機管理防災課×NHKさいたま放送局 20日（土） 12時〜17時
「防災クロスロード」の放映、「ポケット防災手帳」の配
布等。

とだわらび交通安全協会

戸田市（都市交通課）  
21日（日） 12時〜14時

ミニ白バイの展示（子供の乗車、写真撮影）、
交通事故防止グッズの配布
交通安全の啓発

8 戸田中央総合病院 14時〜16時30分 AED教室

9  10 公益社団法人戸田市シルバー人材センター 12時〜17時
積み木遊び、わなげ、将棋、活動写真展示、
シルバー人材センターPR活動等

11 三浦製作所 バック、財布、ポーチ販売等

12 戸田市身体障害者福祉会 障がい者体験（車椅子、杖、目隠し）

13 ドコモショップ戸田店
サービスのPRや操作方法の案内、
携帯電話の買替や回線契約、新型スマホの体験等

14 オガワ屋 すくい、ビニール玩具、おもちゃ販売等

15 加藤畳店
ミニ畳（大、中、小、ミニ）、
リバーシブル畳コースター販売等

16 ODA 玩具すくい、玩具くじ引き販売等

17 カラマツ電化センター
ヘリウムガス式各種バルーン、
手作りボードゲーム販売等

18 手作り工房　JASMINE
手作りカチューシャ、光るおもちゃ、ヘアゴム、
スライムつめ放題、ネックレス、イヤリング販売等

19 公平病院
血管年齢や足のチェック、
自宅でできる運動や足の療養指導など

20 戸田の整体　元氣ハウス 整体

21 ボートレース総合管理株式会社
ボートレース戸田グッズの販売、
乗艇装備着用マネキンの展示、レーサー募集案内等

22 白河市大信地域市民交流センター　ひじりん館 野菜、果物、加工食品販売等

23 公益財団法人戸田市国際交流協会 12時〜17時
活動の紹介、クイズに答えてくじ引き、
国際交流ボランティアの募集、雑貨の販売
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ＴＯＹＯＳＡＫＡ
豊栄厨房 戸田営業所

戸田市笹目南町 34-14　〒 335-0035
TEL 048-421-1398 FAX 048-421-9929

からあげやカリッジュ
戸田公園店

株式会社𠮷貞

喜沢１丁目商店会

戸田モーターボート競走場
売店連絡協議会

戸田ライオンズクラブ

㈱大久保 戸田営業所戸田支店

● 市役所駐車場エリア出店

1 ハッピーチャッピー
やきそば、串焼き、かき氷、
フローズンソーダ

2 サトウショウテン
たこやき、かき氷、ベビーカステラ、
けずりいちご

3 香辣老四川
羊肉串焼、韓国ホットク、ねぎ入りもち

4 サーティワンアイスクリーム
イオンモール北戸田店
アイスクリーム、綿菓子、焼きそば、
かき氷、から揚、揚げ物

5 natural cafe 檜の森
たんぱく質がとれるスムージー、
ソイジェラート、米粉クッキー
オーガニックコーヒー

6 いも子のやきいも
人力発電かき氷
かき氷、焼きもろこし、冷やし焼き芋、
アイス、ロールケーキ、ドリンク

7 Bistro O'r
クラフトビール、ステーキ

8 さぼり場
カレーパン、パウンドケーキ、
ワイン、ナッツ類、ワークショップ等

9 串焼　うぶどり
串焼き、生ビール、ジュース、
たこ焼き、焼きそば

10 戸田市造園業協同組合
竹細工づくり体験 ( 無料 )、球根の挟み取
り体験 (無料 )、各種飲料

11 はすだこ
たこやき、唐揚げ、チュロス、ドリンク、
ポテト、アルコール

12 DREAMBEER
クラフトビール (各種 )

13 生活協同組合 パルシステム埼玉
無料試食 : クリーミーヨーグルト、
カスタードプリン、人参ジュース

14 肉バル BBQ チキン & 生ビール
バーベキューチキン、生ビール

15 神戸ビーフ食品　青空市
役員の焼肉弁当、社長の焼肉弁当、
神戸牛・黒毛和牛ステーキ

16 グロース
韓国フライドチキン、チーズボール、
ハニーバターポテト、お酒等

17 ルンビニ　戸田店
カレー・ナンセット、チキンティッカ、
ビール、ソフトドリンク

18 glam rock cafe
バナナチョコ、かき氷、ふりふりポテト、
串焼き、ドリンク類等

19 kicky
フワフワ氷、ポテトフライ、串焼、
バナナチョコ、お好み焼

20 鶏りあん
からあげ、ポテト、焼そば、
かき氷、串焼

21 やじろべえ
生ビール、サワー類、さつま揚、
フランク串

22 居酒屋　都
生ビール、揚げたてポテトチップス、
レモンサワー、チリチーズフライ等

23 3 人むすこ家
のりまき、トッポキ、唐揚げ、
キムチ・カクテキ、チヂミ、飲料水

24 肉の米松
串焼き、おにぎり棒、焼きそば

25 居酒屋　きんぎょ
ベビーカステラ、かき氷、
カラアゲ、フルーツあめ

26 FIELD
プレミアムかき氷、黒豚生フランク、
ハワイアンスムージー、タン串等

27 ふるさと会　シカクラ
時代もちあんこ・きなこ、
かき氷、やきそば、フランクフルト等

28 麺笑　コムギの夢
ラーメン、生ビール、ハイボール、
レモンサワー

29 アスリードフィットネス
プロテイン、インソール、
インボディー測定、スポーツソックス

30 ファミリーマート上戸田 2 丁目店
ファミチキ、フランク、ソフトドリンク、
缶ビール、缶チューハイ

31 株式会社肉の匠
焼き鳥、牛串 (牛タン )、
牛串 (ブランド牛 )、生ビール

32『味彩』　文化会館店
フランクフルト、牛串、焼きそば、
ソフトドリンク、生ビール

33 エムジーフーズ
かき氷、焼きまんじゅう、五平もち

34 メディトリーナ
厚切り牛タン串、牛タン焼きそば、
ゴロゴロレバー、ホルモン焼きそば等

35 カフェドワイオリ
やきとり、焼きそば、たこ焼き、唐揚げ

36 からあげやカリッジュ戸田公園店
骨なし唐揚げ、かき氷、酒

37 ファンフーズ
アルコール飲料、フルーツ氷、
ロングポテト、ロングチュロス

38 GY 屋台
ソフトドリンク、アルコール飲料、
焼きそば、焼き鳥

39 戸田市商店会連合会
かき氷、生ビール、ソフトドリンク

青空いちば

※各店舗の内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

飲食は市役所敷地内の飲食スペースでお願いします

1 〜 23 は道路側に、 1 〜 39 は市役所駐車場内にあります。

11



美容室　ヴェイス

戸田リサイクル事業協同組合高度化・多様化する輸送ニーズへ
付加価値の高い輸送サービスの実現

県南トラック協同組合
埼玉県蕨市錦町 4丁目 4番 6号

048-431-3620

JR
北戸田駅
西口すぐ

居酒屋しゃらく戸田公園店
℡048-446-4111
企業主導型カルミア保育園
℡048-287-9750

砂利・砂・砕石のご用命は…

野口興業株式会社
戸田市川岸1-9-22（戸田橋際）TEL 048-441-2640   FAX 048-446-2686

野口興業は、戸田ふるさと祭りを応援します!!

真夏の戸田で、満天星空を見てみよう！

陸上ボート運動会

▪20日㈯�市役所1階東側ロビー
ボートの動きを陸上で体験しよう！

【体験タイム】　13:00~14:00
【タイムレース】※当日受付、先着順
小学生の部	(小学生2人1組)
・14:30~(受付は14:00まで)
ファミリーの部(小学生と18歳以上の方)
・16:00~(受付は15:30まで)
�一般の部	(16歳以上	個人戦)
・17:30~(受付は17:00まで)�
【問い合わせ】snoz115@gmail.com

賞品
あり！

あつまれ体力自慢！

誰でも
参加OK!

● イベント情報

2人1組での
リレー形式

12



株式会社
髙野製作所

檜 hinoki body make salon
パーソナルトレーニング・美容整体

埼玉県戸田市氷川町 1-2 -23
TEL 048-442-5985　FAX 048-446-0072

消火器・消防防災設備

㈱駒崎商会駒った時は

はたらくくるまだいしゅうごう!

ウォーキングサッカー

▪20日㈯�12:00〜18:00 
　市役所東側

幼児向けキックターゲットや、
フットゴルフを体験しよう!

歩いてサッカー!?無理なく
体を動かせる!
ウォーキングサッカー体験!

宇賀神友弥さんが帰ってくる!!
ジャンケン大会でサイン入りグッズがもらえるかも!?

12:00~15:00

12:00~17:30

17:30~18:30

写真撮影OK、一部の車両は乗ることも可能☆親子であそびに来てね!

キッズ大集合!

戸田市出身プロサッカー
選手

はたらくく
るまが

やってくる
!

▪21日㈰	12:00~18:30
　市役所東側

誰でもできる!?

老若男女
誰でも
参加OK!
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安心と信頼の
物流を目指して

株式会社
SPD

アラーム

国際興業株式会社
戸田営業所 戸田市部課長会 株式会社

ニッケンホールディングス

● とだっ子企画

ポスターコンテスト
▪�20㈯・21日㈰

　戸田市在住の小学生以下の子どもたちから応募してもらった
「戸田ふるさと祭り」のポスターを花壇前にて展示します!

▪�表彰式…21日㈰�13時~	応募作品の中から優秀作品を表彰します！
市役所駐車場のポスター展示エリア ※雨天の場合は市役所1階東側ロビー

第47回 戸田ふるさと祭りオンライン
とだっ子ポスターコンテスト 優秀作品

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

竹林　亜衣子さん
(たけばやし　あいこ)︎

三浦　律葵さん(みうら　りつき)︎

富川　紗熙さん(とみかわ　さき)︎

・心をみがき、体をきたえましょう ・明るくうるおいのある家庭をつくりましょう
・話し合い、助け合いの輪をひろげましょう ・自然をまもり、すみよい環境をつくりましょう
・教養と文化をたかめ、みのりを未来にのこしましょう

戸田市民憲章

戸田市民憲章推進協議会
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株式会社サンワ 戸田市水道協同組合株式会社
ワイケーサービス

有限会社
池田水道設備工業

Todaっ子ものづくりワークショップTodaっ子ものづくりワークショップ
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戸田ふるさと祭り実行委員会事務局（戸田市役所協働推進課内）
電話：048-441-1800（内線435） （祭り開催日のみ048-443-3811）

問 合 せ

・発熱または風邪等の症状がある場合は、来場をお控えください。

・��接触確認アプリ(COCOA)、埼玉県LINEコロナお知らせ�

システムのアプリのダウンロードを推奨します。�
　　　　　　　　　　　　　　アプリのインストールはこちらから→

・適切なマスクの正しい着用やこまめな手洗い・手指消毒にご協力ください。

・お祭り終了時間の前後は混雑が予想されます。密集を回避するため分散退場にご協力ください。

・��飲食・飲酒は市役所敷地内の飲食スペースでお願いします。

・�安全なイベント開催のため、主催者の指示

に従って頂けない場合は、退場等の処分を

行う場合があります。

COCOA
App Store

埼玉県LINEコロナ
お知らせシステム

COCOA
Google play

新型コロナウイルス感染症　感染拡大防止のお願い

清掃ボランティ
アを募集します!

▪�20日㈯、21日㈰　※当日受付
　 14時00分~19時00分	
　 (毎時00分スタート・30分間程度)
・参加いただける方▶個人・企業・法人・団体
・受付場所▶本部テント
・謝　　礼▶ 参加者1名あたり、300オール（300円相当）

をお渡しします。

　「戸田オール」は、市民を中心とした「地域通貨戸田オール運営委員会」
により管理・運営されている地域通貨です。
　オール券は、「10 オール券」と「100 オール券」の 2 種類があり、
「10 オール =10 円」として実際にお店で使うことができます。
※使用期限切れのものは使用できません。また、お釣りは出ませんのでご注意ください。

地域通貨「戸田オール」を会場内店舗で使用できます!

　部活・企業・法人名・団体名が入った法被やTシャツなどを

着用し、清掃活動するご様子を、戸田ふるさと祭りHPや

SNSなどに掲載し、PRにご活用いただくことが可能です。�


