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今年もまた、梅雨の季節がやってきました。そして、このジメジメした梅雨が終わると、待ちに待った夏がやってきます。 

夏！そう、夏と言ったら・・・怪談（笑）でしょうか。でも、最近は「怪談」ではなく「ホラー」という言葉の方

が一般的かもしれません。しかし、昔は、夏になるとよくＴＶで「四谷怪談」や「番町皿屋敷」そして「牡丹灯

籠」などガチの怪談話が放送されていました。怖いながらも、枕片手に見ていたのを思い出します。（笑） 

ところで、このような怪談話に出てくるのは「幽霊」。お岩さんもお菊さんもお露さんも、み～んな幽霊ですが、

オバケのＱ太郎は「お化け」、ゲゲゲの鬼太郎たちは「妖怪」です。そこで、違いをちょっとまとめてみました。 

【幽 霊】人間が化けて出たもの 

【お化け】人間以外が本来あるべき姿や生きるべき姿から大きく変化したもの 

【妖 怪】人間以外が化けて出たもの 

 

まあ～、なんとなくわかるような、わからないような・・・感じですね。しかし、一口に幽霊といっても、東京デ

ィズニーランドのホーンテッドマンションに住んでいるゴーストなら、可愛くていいのですが～。 

ちなみに、7 月 26 日は、【幽霊の日】だそうです。（1825（文政 8）年、江戸の中村座で「東海道

四谷怪談」が初演されたことで制定されたそうです）幽霊の日があるのなら、お化けや妖怪の日もあるのか

と調べてみたところ、ありました！ 

8月 8日が「妖怪の日」みたいです。また、「お化けの日」というのは特になかったのですが、しいて言うならば・・・10月 31日

のハロウィンか、「オバケのＱ太郎」の誕生日でもある 2月 28日でしょうか・・・。（笑） 

とにかく、今年のこの夏をいかに涼しく過ごすかということが重要ですね♪みなさん、くれぐれも熱中症にはお気を付け下さい！ 

 

 

 

❤さくらパルでは、「市民ギャラリー」の展示作品を募集しています♪ 

❤展示期間は最大で 14 日間。もちろん、費用は無料です！！ 

❤展示作品は、絵画・写真・書など、なんでもＯＫ！ 

❤是非、あなたの自慢の作品を飾ってみませんか？ 

❤ご利用はお一人でもグループでもどちらでもＯＫです。 

❤なお、市民ギャラリーは戸田市公共施設予約システム対象外施設となります。 

❤窓口にて受付けさせていただきますので、お気軽にお問合せください。 

❤市民ギャラリーの空き状況や仮予約は電話でも受付しております。 

 

 

「教えて！さくらパル」の第 1回目は、❤戸田市公共施設予約システム❤です。

6月 1日からスタートした戸田市公共施設予約システム。スタートしてから 1か月

が経ちましたが、みなさん、いかがでしょうか？ 

パソコン操作に慣れている方にとっては、とても便利だと思いますが、パソコンに

不慣れな方には、ちょっと大変かもしれませんね。 

しかし、このシステムに変わったことで、本予約手続きの際、施設で申請書を記

入する手間が無くなりました。今まで、施設と備品を申し込むと申請書を 2 枚記

入しなければなりませんでしたが、6月以降はその必要はありません！ 

使ってみると、案外便利なシステムかもしれません。それでも、「パソコンは・・・」とい

う方は、遠慮せずにどんどんさくらパルへいらしてください。私たち職員が代わって予約をお取りします♪また、操作方法等のお問

い合わせにも随時お答えしますのでご安心ください。(^^)/ 

ところで、システムの操作方法ですが、まだまだ質問が多く寄せられております。そして、この 1 か月間で、お問い合わせが一番

多かったのは、「パスワード」に関することでした。そこで、今回は、パスワードについてご説明します♪ 

 

でも、パスワードがわからない時に、「今、外出中だからさくらパルへは行けないわ！」「受付時間はとっくに過ぎてるけど、明日

まで待てない！」な～んて、必ずしもさくらパルに来れるとは限りませんよね。では、どうすればいいのでしょうか？ 

そんな時、便利なのが【メールでの確認】です。これなら、窓口に来る必要はありません(^^)/ それでは、メールでパスワードを

教えもらうための手順をご紹介します♪ 

 

 

公共施設予約システムのＴＯＰ画面中央の公共施設予約メニューをクリック → 4.利用者情報の設定・変更を 

クリック → 1.パスワードの変更・問合せをクリック → 2.パスワードのの問合せをクリック → 利用者ＩＤと 

登録済みのメールアドレスを入力 → 問合せをクリック  

※ログイン画面からの場合は④から進んでください。（画面左上にパスワード問合せのボタンがあります） 

いかがでしょうか？上記の手順で操作すればメールにてパスワードを教えてもらえます♪ 

ただし、それには必ずメールアドレスを登録しておく必要があります。「まだ、メールアドレスを登録していない！」というあな

た・・・是非、登録することをお勧めします。メールアドレスはパソコンでなくても大丈夫です。携帯・スマートフォンなど、使いやすい

ものでＯＫですよ♪それでは、次にメールアドレスの登録方法をご紹介します。  

【今月のＱ＆Ａ】～パスワード編～ 

Q1．パスワードを忘れてしまいました。電話や窓口で教えてくれますか？ 

A1．電話ではお答えできませんが、窓口では対応致します。利用登録カードと 

本人確認書類をご持参の上、お越しください。 

Q2．パスワードを 5回間違えて、ロックがかかってしまいました。どうすればいいですか？ 

A2．5分以上経ってからアクセスしてください。ロックが解除されます。 
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公共施設予約システムのＴＯＰ画面中央の公共施設予約メニューをクリック → 4.利用者情報の設定・変更を 

クリック →  2.登録済利用情報の変更をクリック → 利用者ＩＤと登録済みのパスワードを入力してログインを 

クリック → 抽選結果等の自動連絡メールは必要をクリックし、 メールアドレス と メールアドレス（確認）を入力 

して次へをクリック → アドレスを確認して変更をクリック 

※すでにログインしている場合は、④の画面は表示されません。 

パスワードを忘れてしまう前に登録してください！また、メールアドレスを登録しておくと抽選結果をメールで教えてくれたり、仮予

約の未払い分がある場合、支払期限の 3日前にメールで「支払期限のお知らせメール」が届くんです。 

これで、せっかく入れた仮予約がキャンセルにならないで済みますよね。是非、登録してみてください(^^)/  

-------来月は・・・「抽選」について詳しくご説明します！------- 

 

パスワードは8文字以上16文字以下で、英字と数字が

両方組み合わさっています。また、必ず記号が 1 つ以上入

っているはずです！  

結構、この記号の存在、忘れちゃってる方が多いみたい

ですよ(-“-) 実際、窓口にパスワード確認にいらした方の半

数以上が記号が入っていることを忘れていました。 

パスワード入力時に「あれ？」っと思ったら、一度、この 3つの記号を思い出してみてください♪ 

 

さくらパルからのお知らせ 

◆7月 20日（月）は祝日のため開館しております。 

◆粗大ごみ収集券を発売中です。 

◆9月 24日（木）は臨時休館日となります。 

 

戸田市イベント情報 

◆8月 1日（土） 第 62回 戸田橋花火大会  午後 7時～午後８時 30分 

  会 場：荒川戸田足上流 戸田市側河川敷 

  ア ク セ ス：JR埼京線 戸田公園駅下車徒歩 20分 

花火大会の詳しい情報はコチラ⇒http://www.todabashi-hanabi.jp/ 

 

❤さくらパル施設の利用方法など、詳しくは「さくらパルホームページ」をご覧ください(^ ^)/❤ 

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

 
 

人形劇「夏休みこどもシアター」  

ひょっこりひょうたん島 

【1回目】開場 10：30  開演 11：00 

【2回目】開場 14：00  開演 14：30 

※各回、約 400席 

ズッコケ時間漂流記 

【1回目】開場 10：30  開演 11：00 

【2回目】開場 14：00  開演 14：30 

※各回、約 500席 

平成 27年度 松竹特別公演  出演：高橋惠子、勝野洋、吉沢京子 他 

第一部 錦絵 夏すがた 

第二部 明日の幸福 

開場 13：15  開演 14：00 

秋川雅史コンサートツアー  ～GOLDEN VOICE～ 

出演：秋川雅史  ピアノ演奏：小島さやか 

開場 13：30  開演 14：00 
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7月の休館日 

6 日（月） 

戸田市花火大会 

さくらパルＨＰ 

人形 
劇団 

✽入場料✽〈各公演〉【全席指定】 

  大  人    1,500円 

小学生以下   800円 

※3歳以上有料 
（2歳以下で座席が必要な場合は有料） 

 ✽入場料✽【全席指定】 
  Ｓ席   5,000円 

Ａ席   4,000円 

 ✽入場料✽【全席指定】  

 6,500円 

※未就学児入場不可 

新曽南多世代交流館❤さくらパル❤ 
 

 

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 

◆川５２（川口駅西口～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 

 
 

 
〒335-0026 

戸田市新曽南 3-1-5 新曽南庁舎 1、2階  TEL：048-229-1061  FAX：048-447-2055 

【開館時間】8：30～21：30（受付時間は 9：00～19：00 です） 

【休 館 日】毎月第 1、第 3、第 5 月曜日（祝日は除く）及び 12 月 29 日～1 月 3 日 

※上記以外に臨時休館する場合があります。 

【Ｈ Ｐ】http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_top.html 
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ひとみ座 
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さくらパルプレイガイド 戸田市文化会館 

さくらパルプレイガイド 戸田市文化会館 


