
さくらバル
戸田市新曽南多世代交流館
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様々な人が集う広場のような、

多世代にわたる市民の交流や、

多様な文化をもった市民が交流で、

幅広く仲間づくりができる施設です＝
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新曽南多世代交流館「さくらパル」は、心のふれあう豊かな地域社会を

形づくること、市民の文化が、より発展することを目指した、地域に密着

した住民のための施設です。

施設内には、図書コーナーや談話コーナー、赤ちゃんの駅や幼児が遊ぶ

ことのできるプレイルーム、ラウンジやホールなどの自由に使っていただ

けるスペースを広く取っています。更に、市民ギャラリーや廊下にも、交

流や休憩に使っていただける椅子等を置いています。また、施設内には公

益財団法人戸田市国際交流協会があります。

、
さくらパ肌で

-1二つの種を育てましょう!！

宝｢であい｣の種

ゴ｢ふれあい｣の種

玉「つどいあい」の種

f「かたりあい｣の種

了「まなびあい」の種
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皆さんに、広場のように集ってもらい、いろいろな世代や、在住外国人

を含めた多様な文化の交流を広げていき、素敵な“みのり”を目指しまし
ー

よつ
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施設 の概要一
一言

名称

愛称

所在地

電話番号

開館時間

戸田市新曽南多世代交流館

さくらパル※美しい桜並木とパルコ（広場）から

戸田市新曽南3－1－5（新曽南庁舎1階・2階）

048-229-1061(FAX:048-447-2055)

午前8時30分から午後9時30分まで

（受付時間：午前9時から午後7時まで）

毎月の第1・第3・第5月曜日、12月29日から1月3日まで

※上記以外に臨時休館する場合があります。

駐車場26台（身体障害者用2台を含む)、駐輪場64台

※駐車場・駐輪場は、新曽南庁舎全体の台数です。

※敷地への出入は、午前8時～午後10時となります。

施設面積1,560.52m

休館日

◆駐車場・駐輪場

《こ'各部屋の概要
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名称

音楽練習室

市民ギャラリー

多目的室

1階廊下

ラウンジ･ホーノI

昭和 レトロ餅

談話コーナー

図書 コーナー

プレイルー上

赤ちゃんの聯

和 室

会議差

多目的トイし

面積

(㎡）

66．1

94.忽

164．7

－

222．

98．4

68．忽

14.〃

42.〈

254.〔

貸出

区分

有料

無料

有料

一
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－

一

一

－

－

一部有料

有料

一

主 な 内 容

防音仕様、主に音楽関係の練習等に使えます。

市民の作品展示スペース、ベンチ配置、交流

スペースとしても活用できます。

フローリング、防音仕様、2分割可能、軽体

育・音楽発表会・講演会等に使えます＝

ベンチを配置、冷水器設置、休憩スペースと

して活用できます≦

ベンチ・椅子を配置、交流・休憩スペースと

して活用できますく

昭和時代の駄菓子屋を再現した「さくら商店」

を設置、駄菓子や玩具を販売しています。

営業時間平日：午後2時～夕焼けチャイム
土･日･祝：午前10時～夕焼けチャイム

※さくらパル休館日及び臨時休館日は営業しておりません。

テーブル・椅子を配置、談話・交流スペース

として使えます

テーブル・椅子を配置、自由に本を手に取れ

る場です。

プレイマット敷き、冷水器設置、幼児が遊べ

るスペースです。

授乳やおむつ替えのスペースとして使えます。

(ベビーシート設置）

交流・休憩スペースとして自由に利用できま

す。（午後4時以降は貸室利用可能）

使用人数に合わせ3分割可能、無線LAN設

備があります。

オストメイト対応
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ご利用にあに『って
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【施設への入館に当たって】
●施設内の秩序を乱しているときや乱すおそれがあるときは、入館を禁止することや退館

してもらうことがあります。ご留意ください。

●未就学児が施設を使用しようとするときは、見守ることができる中学生以上の人が付き

添うことが必要です。

●小学生の利用は、夕焼けチャイムまでとしていただきますようご協力ください。

●多目的室・プレイルーム・赤ちゃんの駅・和室は土足禁止です。各室を使用する際には

各室に備え付けの靴入れをご利用ください。なお、靴の取り間違いには十分気を付けて

ください。

●施設内への危険物の持ち込みはご遠慮ください。

●この施設は、皆様の施設です。だれもが楽しく利用できるよう一人一人が注意して利用

しましょう。

【許可が必要になる施設内での行為】
●さくらパルの施設内で次の行為をするときは、あらかじめ許可が必要です。

・物品を販売することやこれに類する行為をすること。

・印刷物やポスタ一等を展示や配布すること。

～消費者保護の観点からご理解とご協力を～
公共施設において、市民が業者から物品などを半強制的に購入契約させられる、商品

を売りつけられるなどの報告が国民生活センターに寄せられています。

施設内での物品の販売等に当たっては、あらかじめ許可が必要になりますが、販売す

る物品の種類等により、許可できない場合があります。

さくらパルでは、市民が安心してご利用できる公共施設として、今後も運営してまし

りたいと考えていますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【施設内でのインターネット利用について】
●施設内2階のホール、談話コーナー、図書コーナーで、公衆無線LANサービス「いい

とだスポット」が利用できます。（詳しくは、「いいとだスポット」を検索ください｡）

●パソコンや電源の貸し出しは行っておりません。

●会議室でのインターネット利用は、さくらパル受付に申し出てください。所定の申請書

の記入、身分証明書のご提示が必要です。

【コピー・印刷等について】

●施設内2階には、印刷機（両面印刷可能／コイン式)、コピー機（コイン式）を設置

しています。

●印刷機で使用する用紙は各自ご用意してください。

●断裁機(無料)の利用を希望される人は、さくらパル受付に申し出てください。

●各機器の使用料金は下記のとおりです。

機器名 料金 受付

印刷機
製服

印届！

50円／芯

1円／芯
不喜

コピ一機
カラー

白黒

50円／紋

10円／秒
不喜

断裁 機 無料 必要

~、
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【その他の事項】

●施設で使用していただくための、貸し出し用の車いすがあります（2台・無料)。必要

な場合は、さくらパル受付へ申し出てください。

●施設内の飲食については、1階の市民ギャラリー、音楽練習室、多目的室では原則とし

てできません（水分補給は除く)。2階のラウンジ、ホール、談話コーナー、会議室壱

の飲食はできますが、他の人の迷惑にならないようにしてください。

●施設内での火気の使用及び喫煙は、できません。喫煙は、新曽南庁舎で設置している喫

煙所をご利用ください。

●ゴ､ミ等はお持ち帰りいただきますようお願いします。

●施設内には、1階玄関ホール、2階ラウンジに清涼飲料水の自動販売機があります。

また、施設内には、1階廊下及び2階プレイルームに冷水器を置いています。

●施設内は、警備員や係員が定期的に巡回します。また、施設の出入□や2階ホールなと

に録画機能のあるカメラを設置しています。施設を安全に運営するためですので、ご了

承ください。

う回”ご案内

⑯

i

L⑳ ラウンジ

農|唐画二重
昭和レトロ館
(さくら商店）

U墨｡多目的トイレI湯沸室
｢ｽﾄﾒｲﾄ対応『-、

倉庫
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ノVJv 多目的室①

(鏡小）

多目的室②

(鏡大）
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【貸室使用】

●貸室として（占有）使用ができるのは、音楽練習室、多目的室、会議室、和室、市民ギ

ャラリーです。

●多目的室と会議室は、部屋を分けて使用することもできます。

●音楽練習室、多目的室は、防音仕様になっています。使用の際に、楽器演奏等の音を出す

ことは可能ですが、扉を閉めて行うなど、他の人の迷惑にならないようにしてください‐

多目的室を半面で使用する場合、防音仕様にはなりませんので予めご了承ください。

●貸室として使用することができる時間は午前9時から午後9時までです。ただし、和室

は午後4時から午後9時までです。

●貸室使用は1時間単位（毎時0分から）です。ただし、市民ギャラリーは1日単位の使

用になります。

●2階の会議室及び和室を貸室使用しているときは、飲食・飲酒も可能です。ただし、宴

会場ではないのでご了承ください。

【使用の許可について】

●貸室や貸室に併せて附属設備を使用するには、あらかじめ許可が必要になります。

●使用許可書は、使用料を納入していただいた際にお渡しします。

●使用許可を受けた施設や附属設備の権利を、他の人や団体に譲渡・転貸することはでき

ません。

●使用許可内容以外の目的での使用はできません。

●領収書を紛失した場合は、再発行出来ませんのでご了承ください。

【使用の制限】

●次の場合は、施設の使用は許可できませんのでご留意ください。

・さくらパル設置の目的に反するとき。

・公益を害するとき。風紀・風俗を乱すおそれがあるとき。

・さくらパルの施設や附属設備を損傷・減失するおそれがあるとき。

・戸田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員や暴力団関係者の利益となると認

めるとき。

・その他の管理上の支障があるとき。

【使用許可の取消】

●次の場合は、施設の使用を停止することや、使用許可を取り消すことがありますのでご

留意ください。

・偽りやその他の不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

・使用許可の条件や係員の指示に従わないとき。

・その他管理上で特に必要があるとき。

【施設等の使用時間について】

●使用時間には、開錠・準備から撤収・係員による点検・施錠までの時間が含まれていま

す。使用申請にあたっては十分検討していただき、充分な使用時間にて申請してくださ

い。なお、パネル及びスクリーン設置等に時間がかかることもありますので、ご了承く

ださい。

【使用料】

●使用料は、使用許可の申請時に、あわせて現金で納入してください。

し
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〆、各室の施設使用料は下記のとおりです｡時間単位》

※会議室B及び会議室Cの組み合わせで使用することはできません。

●以下の場合は施設使用料に加算しますので、施設使用申請の際にお申し出ください（1亡

円未満切り捨て)。

（1）使用者が、入場料等を徴収する場合は、1人1回について徴収する最大の入場料等

の額により、以下の割合を乗じて得た額を加算します。

※参加費、研修費等の名目であっても、入場するために必要な料金の場合は、入場

料等に該当すると考えられます。なお、入場料等の額からは、材料費等の実費相

当分は除きますので、ご相談ください。

（2）上記の（1）に該当する場合を除き、営利、宣伝等に類する行為を目的として使用

する場合は、所定の使用料の額に100%を乗じて得た額を加算します。

※営利、宣伝等とは、不特定多数の人の来場を見込み、商品の説明や宣伝などを行

う商行為等をいいます。

（3）市外居住者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合の使用料の加

算額は、所定の使用料の額に100%を乗じて得た額とします。

●貸室の使用に併せて使える附属設備の使用料は下記のとおりです。（1回単位）

※使用許可申請時に申込みください‐

一

室名

音楽練習室

多目的室（半面）

多目的室（全面）

会議室A(定員30人）

会議室B(定員30人）

会議室C(定員42人〉

会議室A及びB(定員60人）

会議室A、B及びC(定員120人）

和室（21畳）

使用料

310円

390円

730円

300円

320円

400円

570円

970円

200円

入場料等の謡

500円未満

500円以上1.000円未満

1,000円以上2,000円未慌

2,000円以上

加算

20%

30%

50%

80%

部屋名利

音楽練習皇

多目的室

会議室

附属設侭

室内音響装置

ワイヤレスアンプ

プロジェクター

グランドピアン

室内音響装置

ワイヤレスアンプ

プロジェクター

卓球台

ワイヤレスアンプ

プロジェクターI

使用料(円）

50C

50C

50C

1,520

50C

50C

50C

20C

50C

50C

備 考

有線マイク1章

有線マイク1本､ワイヤレスマイク(ハンド型､タイピン型各1本)共

スクリーン共

KAWAIGX-3XC

有線マイク1本､ワイヤレスマイク(ハンド型､タイピン型各1本)英

有線マイク1本､ワイヤレスマイク(ハンド型､タイピン型各1本)製

スクリーン共

ラケット(4本)､ボール(4個)共

有線マイク1本､ワイヤレスマイク(ハンド型､タイピン型各1本)共

スクリーン共
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【使用料の還付】

●原則として、一度納入された使用料はお返しできません。

ただし、次の場合は使用料の全額又は半額をお返しできますので、速やかに所定の手続

きを取ってください。

・天災など施設管理上の理由により、施設が使用することをお断りするとき【全額還付】

・施設等の使用日から起算して5日前まで（5日前が休館日のときは、その前日まで）

に使用の取消しをしたとき【施設使用料半額還付・附属設備使用料全額還付】

【使用開始時】

●使用の際には、必ず使用許可書をさくらパル受付にご提示ください。附属設備や備品を

併せて使用する場合は、申し出てください。なお、附属設備や備品の用意に時間がかか

ることがありますので、ご了承ください。

●係員が使用許可書を確認ののち、使用施設のカギを開けます。

【使用終了時】

●施設を使った後は、使う前の状態に戻してください。片付けが終わりましたら、電話に

て受付までご連絡ください。係員が確認に伺います。

●さくらパルの施設、附属設備、備品等を穀損し、又は減失した場合は実費弁償をしてい

ただきますのでご留意ください。

【無料の備品等】

●貸室使用できる部屋には、下記のとおり、無料で使用できる備品等があります。

部屋名称 備品箸

音楽練習室 机、椅子、ホワイトボード(マーカー付)、譜面台、メトロノーム

多目的室 机、椅子、ホワイトボード(マーカー付)、簡易ステージ、演台、メトロノーム

会議室 机、椅子、ホワイトボード(マーカー付)、簡易ステージ、演台、コートハンガー

和室 長テーブル(座卓)、座布目

※備品については、数が限られていることから、使用の希望に応えられない場合があり

ます。ご了承ください。

●急須、ポット、湯飲みは、2階湯沸室に用意してあります。ご利用の際は受付までお申

し出ください。利用後は、洗浄整理し、所定の場所に返却してください。なお、お茶の

葉等については各利用者でご用意ください。

【市民ギャラリーの使用について】

●市民ギャラリーの使用は、1日単位で、連続使用ができます。（最大14日間）

●展示品等について、施設では管理上の責任は負えません。使用する人は、責任を持って

管理してください。

●ピクチャーレールはありますが、作品を展示するための額等の用意はありません。

●無料でご利用いただけます。ただし、戸田市内の方に限ります。

【ワイヤレスマイクの使用について】
●原則として、貸室使用時にはワイヤレスマイクを使用することができます。ただし、館

内においてワイヤレスマイクの利用が多い場合には、有線マイクを使用していただく場

合があります。ご了承ください。

●使用中に周波数が同調した場合は、速やかに周波数を変更するか使用を中止してくださ

い。講演中に音声が重なるなど思わぬトラブルが発生する場合があります。

●防音仕様になっていない部屋の使用にあたっては、音量調節のお願いをする場合があり

ますので、ご了承ください。

、
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には、戸田市公共施設予約システムヘの

ます。（利用者登録カード発行）

仮予約

■イ ンタ ーネ ットでの仮予約※電話での仮予約は

■来館での仮予約 原則できません。

から2週間以内に料金をお支払いください。

のお支払いがない場合、自動で予約が取り消し

す:＝

泰④ 施設利用

■窓□に使用許可言を提示

L

、

【戸田市公共施設予約システム利用者登録について】

●本人確認書類①または②をご持参の上、さくらパル受付にご来館ください。

その場で、利用者登録カードを発行します。

①住所及び氏名が記載された顔写真入りの本人確認書類

（運転免許証、パスポート等）

※会社名での登録は、会社の所在、所属が分かる物をご持参ください。

②顔写真がない確認書類（健康保険証、公共料金の請求書等）の場合は、2点必要とな
ります。

●●●●●●●●●●●●●●●●■口●｡■②●●■●■●●●座●●■●｡●●●●●●｡●●●●●●■●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・利用者登録の種別：個人登録／団体登録

・登録資格：中学生以上がシステムの利用対象者となります。ただし、18歳未満の場
合は保護者の同意が必要となります。

・団体での活動とは別に、個人で活動する場合には、個人での登録も可能です。ただし

同一人、同一団体の複数登録は、認められません。

・登録と同時に利用者カードをお渡しします。

・施設のご予約及びご利用の際は、必ずカードをお持ちください。

・カードは他人に貸したり、譲渡しないでください。

・住所等の変更、またはカードを紛失した場合は、すぐにご連絡ください。

、
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【仮予約について】

●パソコンや携帯電話を使い、戸田市役所ホームページ内「公共施設予約システム」にア

クセスして、自宅から施設の仮予約ができます。

（午前9時から午前0時まで仮予約可能／空き部屋の状況は24時間確認可能）

■抽選予約：利用したい日時が3カ月先の予約

利用したい日時が3カ月先の1カ月分の予約は抽選予約となります。

抽選予約期間は、3カ月前の1日から15日までとなっており、16日の

朝に抽選結果が公開されます。※抽選日が仮予約日となります。

■先着予約：抽選予約期間を過ぎた日時の予約

利用したい日時の当日から2カ月先かつ、3カ月先の抽選予約期間を過ぎ

ている場合（毎月16日朝9時から）は先着予約となります。

※利用したい日時の前日15時以降及び当日はインターネットによる予約が出来ません

ので、窓口及び電話にて受付時間内にお申込み下さい。

【本予約について】

●使用料を仮予約日から2週間以内（仮予約日から利用日まで2週間ない場合は利用日の

前日までとなります｡）に、さくらパル受付にて現金でお支払いください。

※期限が休館日の場合は、その前日となります。

●施設使用許可害と領収書をお渡しします。施設を利用する際に使用許可害をさくらパル

受付にご提示ください。

※利用者カードのI情報以外の使用許可書及び領収書は発行できませんので、あらかじめ

ご了承ください。

★施設につき、予約は1カ月30時間までです。1カ月の予約が30時間を超える

場合は、抽選・先着予約のどちらもできなくなります。ただし、利用日の1カ月

前の1日からは無制限に予約できるようになります。

★地域コミュニティ団体や戸田市国際交流協会の主催事業、市・市教育委員会の主

催・共催事業については、利用日の6カ月前から受付けます。
●●●●●●｡●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Q●○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●旬●●●■●●●●●Q●●●●●

▼地域コミュニティ団体とは…

町会・自治会、地区子ども会、PTA，単位老人クラブなどの地域において活動し

ている団体を指します。詳しくはお問い合わせください。

~、
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「公益財団法人戸田市国際交流協会
TodaInternationalFriendshipAssociation(TIFA)

(公財）戸田市国際交流協会では、市民の皆さんの国際交流への熱い思し

に応えるとともに在住外国人の支援・交流活動を積極的に進めています。

みなさんもTIFAからはじめませんか？笑顔のコミュニケーション！

〉設立年月日平成11年3月1日

◆目的

事業

活 動

国外の諸都市及び在住外国人との積極的な市民交流等を行うことにより、

市民の国際意識の高揚、自主的文化活動の促進及び文化的地域交流活動

の推進を図り、もって国際親善並びに市民生活の向上及び発展に寄与す

ることを目的とする。

（1）国際交流に関する事業

（2）国際協力に関する事業

（3）国際交流及び国際協力に関する普及啓発事業

（4）国際交流及び国際協力に関する受託事業

（5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

5つの委員会を設置し、ボランティアが主体となって幅広い活動をして

います。

･新規事業の計画・運営

･国外の諸都市との交流事業の企画・実施

総務委員会 ･外部諸団体との連絡調整

･会員の相互交流の企画・実施

･他の委員会に属さないこと

･市民と外国人との交流事業・各種イベントの企画・実施

市民交流委員会 ･国際交流サロンの設置・運営

･委託事業の企画・実施

･ボランティアの募集・育成

国際ボランティア委員会
･ホスピタリティ〔歓待〕機能の推進

･ホームステイ、ホームビッジット等の実施

･外国人のための相談窓口の開設

･海外事情の紹介

国際理解委員会
･講演会・講座等の企画・開催

･外国語教室・日本語教室の開講

･日本語ボランティアの養成

･国際情報の提供・収集

広報’情報委員会
･外国人への'情報提供

･機関誌・協会パンフレット等の発行、ホームページの開設

･会員の募集

10
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【交通案内】

●路線バス（国際興業バス）

・戸52（戸田公園駅～下笹目）「浅間橋」停留所下車3分

●戸田市コミュニティバス(tocoバス）

・ 南 西 循 環 「 南 町」停留所下車6分

「新曽南三丁目」停留所下車7分

・ 西 循 環 「 浅 間 橋」停留所下車3分

公益財団法人戸田市文化スポーツ財団

北さくらバル
鱗戸田市新曽南多世代交流館
戸田市新曽南3－1－5（新曽南庁舎1階･2階）

TEL:048-229-1061

FAX:048-447-2055

URL:http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_top.html

令和元年10月改訂版


