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まごころサポート
「ちょっとうれしい」「ちょっと助かる」を形に

活動
報告まごころサポート

5555 件
6 月度ご依頼件数☆実施した主なサポート☆

重い荷物の上げ下ろし、　窓ガラス・網戸のお掃除、植木のお手
入れ、買い物代行、家具の組み立て、草むしり、電球交換など

●まごころサポートのご依頼はこちらまで

ASA戸田　
TEL048-434-7466
（まごころサポート専用ダイヤル）
受付　月～土　10：00～ 17：00

（税別）

6 月もたくさんのご依頼を頂きありがとうございました！
皆様のお役に立てている事を嬉しく思います。これからもお客様の
ご期待にお応えできるよう、スタッフ一同精一杯頑張ってまいりま
すので、どうぞよろしくお願い致します！

（税別）

ちょっとしたお困りごとがありましたらお気軽にご連絡下さい！

いよいよお祭り・花火大会その他
イベントシーズンがやってきました！
思いっきり楽しんで暑さを吹き飛ばし
ましょう！

イベント・
お出かけ info

とだ笑び落語
とだわらび青年会議所　設立20周年記念イベント

日時：7 月 29 日（日）
　　　13：00 ～ 14：30　【開場】12：00 ～
会場：戸田市文化会館　大ホール
費用：入場無料
定員：1200 名
　　※整理券配布時間　①10：00　②11：00
　　　整理券配布場所　文化会館入口
出演：三遊亭鬼丸（NACK5  GOGOMONZ
          メインパーソナリティでもおなじみ）
※先着 200 名様に限定コラボ手拭いプレゼント！
主催：一般社団法人とだわらび青年会議所
　　　電話 048-444-0400

戸田のこと、蕨のこと、青年会議所のことを
落語を交えてたっぷりお伝えします！
明日から地元を誇れるかも！

道満河岸外来種捕獲つり大会

日時：7 月 23 日（月）
　　　8：00 ～ 12：00　※雨天中止
会場：彩湖・道満グリーンパーク内へら鮒つり場
費用：無料
申込：不要。当日直接お越しください。
対象魚：ブルーギル・カメ、コイなど
競技方法：竿、針数などの制限はありません
※釣具、エサは持参
※釣り上げた外来種は、管理事務所前にて
　回収します。
※小学生以下の児童は保護者同伴でご参加
　下さい。
主催：公益財団法人　戸田市水と緑の公社
 　　電話　048-449-1550
　　へら鮒つり場　電話　048-422-3220

道満河岸つり場の生態系保護を目的とした
つり大会を開催いたします。

イベント・
お出かけ info

第 65 回 戸田橋花火大会 両岸合計約１万２千発の
花火が夜空を彩ります。

日時：２０１８年８月４日（土）
　　　午後７時～午後８時 30 分

※荒天（雨天・強風）の場合は翌 8 月 5 日に延期

場所：荒川戸田橋上流　戸田市側河川敷
★有料観覧席チケット販売中。詳しくは特設サイトをチェック！

戸田橋花火大会

昆虫を育てよう！スズムシ配布

日時：7 月 29 日（月）
　　　13：30 ～ 14：30　※雨天実施
会場：彩湖自然学習センター
対象：責任を持ってスズムシを飼育できる方
定員：先着 50 家族様（一家族 1 セット配布します）
参加費：無料
持ち物：飼育ケース（土を入れたもの、
　　　　ビニール袋は不可）
当日直接センター 4 階学習室にお越しください。
無くなり次第終了します。
主催：彩湖自然学習センター　電話　048-422-9991

今年もセンターで大切に育てたスズムシを、
皆様にお分けします！半月ほど育てていただくと、
立派な大人のスズムシになり、オスはリーン
リーン♪と良い音色を聞かせてくれます。
飼育ケースを持ってお集まりください。

こどもの国　プールオープン！

利用期間：7 月 1 日～ 9 月 15 日
利用時間：9：00 ～ 12：30 ／
　　　　　13：30 ～ 17：00
使用料（1 回）：児童 50 円　
　　　　　　　　付添人 150 円
お問合せ：こどもの国プール管理室
　　　　　電話　048-452-8189

プール安全標準指針に基づいた安心・安全、
循環システム「オーバーフロー」を導入した
きれいなプールで思いっきりあそぼう！

ハウスクリーニング・エアコンクリーニングハウスクリーニング・エアコンクリーニングハウスクリーニング・エアコンクリーニング
夏本番！お家の中をきれいにしませんか？
毎月多数のご依頼を頂いております！皆様にご安心頂けるサービスを
お届けしたいと思っておりますので、是非ご利用ください。

戸田 ハウスクリーニング事業部
TEL 048-434-7466　FAX 048-445-8166

お問い合わせはこちらまで

サマーキャンペーン！

エアコンのカビ・臭いなどスッキリきれいにして夏を迎えませんか？

自分では落としきれない、しつこい汚れはお任せ下さい！ハウスクリーニング

エアコンクリーニング

浴室 通常価格 15,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 13,000 円（税抜）

通常価格 15,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 13,000 円（税抜）
レンジ
フード

通常価格 10,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 8,000 円（税抜）

通常価格 10,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 8,000 円（税抜）

トイレ 通常価格 7,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 5,000 円（税抜）

通常価格 7,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 5,000 円（税抜） キッチン
通常価格 13,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 11,000 円（税抜）

通常価格 13,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 11,000 円（税抜）

通常価格 7,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 5,000 円（税抜）

通常価格 7,000 円 (税抜）

ご愛読者価格 5,000 円（税抜）洗面台

期間限定価格 7月 20日までお申込み

セット特別価格 18,000 円（税抜）セット特別価格 18,000 円（税抜）

セットでさらに安く！セットでさらに安く !
 2 点
セット

 3 点
セット

・キッチン　・レンジフード

セット特別価格 22,000 円（税抜）セット特別価格 22,000 円（税抜）

・浴室　・洗面　・トイレ

セット特別価格 39,800 円（税抜）セット特別価格 39,800 円（税抜）

・洗面台・トイレ・キッチン
・お風呂・レンジフード 5 点

セット

通常価格
1台 12,9600 円 (税抜）

通常価格
1台 12,960 円 (税抜）

１
台9,500 円～9,500 円～

（税抜）（税抜）

１
台9,000 円～9,000 円～

（税抜）（税抜）

１
台8,500 円～8,500 円～

（税抜）（税抜）

2台目同時お申込みで

3台目同時お申込みで
※自動洗浄機能付きエアコンは
　プラス 5,000 円となります


