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8 月・・・暑くなりましたね～。海にプールにお祭りと、何かと日中出掛けることが多くなってきました。でも、怖いのが熱中症です。

みなさんは、出かける際の「熱中症対策」は万全でしょうか？熱中症は、暑い環境に長時間さらされることにより発症しますので、暑

くなる日は要注意です！出かける時は、帽子または日傘はもちろんのこと、冷却グッズやお水を持って出かけましょう♪ 

最近は便利なグッズがたくさん出ていますね♪それでは、さくらパルのお勧めを、いくつかご紹介しましょう(^^)/ 

◆ア プ リ◆あなたの街の熱中症予防（自分の住所を登録しておけば、温度・湿度・熱中症の警戒度は 

         もちろんのこと、雨降り情報も教えてくれる優れものです！） 

◆熱中症計◆日本気象協会監修の「おしゃべり熱中症(部屋置き型)」と「見守り熱中症計(持ち歩き型)」。 

どちらも、熱中症の危険度をライトと言葉やブザーで教えてくれます。また、冬は風邪ひきの 

危険性を教えてくれるので、年間を通して使えます。見た目も可愛いアイテム。 

◆スカーフ◆水に濡らして絞るだけのものや、保冷剤を入れるタイプのものなど、定番の必須アイテム。 

◆保 冷 剤◆叩けば使える瞬間保冷剤（叩くだけで保冷剤に早変わり！緊急時のお助けアイテム） 

いろいろありますね～。そして、水分補給も重要です。水や麦茶もいいのですが、汗と一緒に塩分も出てしまうので、スポーツドリンク

もベストです。しかし、いくら万全の準備をしていても熱中症になってしまうこともありますよね。そんなときにあわてないよう、対処法

をチェックしておいてくださいね♪また、外出する際は、紫外線対策も忘れずに！ 

❤熱中症とは？❤ 

室温や気温が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくな

り、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意識の異常など、様々な障害をおこす症状の

ことです。家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、体から熱が逃げにくく、熱中症になる場合があ

りますので、注意が必要です。 

❤熱中症の分類と対処方法❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回目は、❤戸田市公共施設予約システム❤の抽選についてです。 

毎月 1日から 15日は 3か月先予約の抽選期間となります。そして、毎月 16日

が抽選日となり、重複した予約については自動抽選が行われます。 

このシステムが開始される前の利用予約は、【利用日の 3か月前】となっていまし

た。例えば・・・11月 25日を利用したい場合は、8月 25日にならないと予約するこ

とができませんでしたが、予約システムが開始された 6 月からは【利用日の 3 か月

先の1か月分の予約】をこの抽選期間中に申し込むことができるようになりました。し

たがって、11 月 25 日を利用したい場合は、8 月 1日～15 日までにインターネット

にて抽選申込を行います。この抽選期間中は申込もキャンセルもお客様自身で自

由に行えます♪(^^)/ それでは、8月のスケジュールを見てみましょう～。 

 

【予約スケジュール①】 は、8月 1日時点と 8月 16日時点の予約受付

期間の違いを表したものです。 

16日の 9：00からは 11月分も先着順の予約に切り替わります。 

また、      部分の予約は無制限となっていますので、30 時間を超え

ての予約が可能となります。 

【予約スケジュール②】は、1 か月間の予約の流れを表したものです。8 月

1日～15日までは、抽選予約期間となります。その間に、11月 1日～30

日までの予約を申し込むことができます。申込期間中は申込もキャンセル

も自由にすることができます。ただし、抽選期間中は有料備品の申込はで

きません。16 日に予約が当選し、仮予約になったら電話または窓口で申

し込んでください。なお、有料備品は数に限りがありますので、お早めにお

申し込みください。 

抽選に当たった場合は、毎月抽選日の 16

日が仮予約日となります。したがって、支払期限はその 2週間後の 30日（2月を除く）となりますの

で、忘れないように支払手続きをしてくださいね♪もし、期日までに支払手続きをしないと自動的に

予約がキャンセルとなりますのでご注意ください。また、支払期限日が休館日に当たる場合はその

前日までとなりますので、要注意ですよ★★★(^^) 

1施設につき、予約は 1 か月 30 時間までです。 

1か月の予約が 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か月前の 1日からは、無制限に予約できるようになります。 

【予約スケジュール①】
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抽選期間中は、重複し

ていない施設に関して

も 16日にならないと仮

予約にはなりません。 

※「熱中症対策リーフレット」（消防庁）（http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2705/pdf/270501-1.pdf）をもとに作成。 
さくらパルＨＰ 

【予約スケジュール②】 平成27年8月
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11月1日～30日❤抽選予約申込期間

1施設につき、予約は30時間まで

抽選日

支払

期限日

8月16日9：00より11月1日～30日の先着予約開始！
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いかがでしょうか？抽選予約はご理解いただけましたでしょうか？それでもインターネット予約が難しいという方は、遠慮なく窓口

へお越しください！みなさんに代わって職員が抽選予約をお取りします！(^^)/ 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 来月は・・・「仮予約」について詳しくご説明します！ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

よく、「抽選予約をしたのに、予約の確認を見ても予約が入ってないんだけど、どうして？」という問い合わせがあります。

そんな時は、慌てずにもう一度、確かめてみましょう。 

抽選予約確認手順▶ 「公共施設予約メニュー」⇒「3.
．．
抽選申込の確認・取消
．．．．．．．．．．

」⇒ログイン 

そうなんです。抽選予約の確認は「2.予約内容の確認・取消」ではなく、「3.抽選申込の確認・取消」になります♪ 

「あれ？」と思ったら、最初に戻って、メニューを確認してみてください(^^)/ 

 

 

さくらパルからのお知らせ 

◆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。 

◆11月 7日（土）、8日（日）は電気設備点検の為、臨時休館日となります。 

 

戸田市イベント情報 

◆第 41回 戸田ふるさと祭り 

  会 場：BOAT RACE戸田 大駐車場 

  日 時：8月 22日（土） 12：00～21：00 

8月 23日（日） 12：00～20：00 

戸田ふるさと祭りの詳しい情報はコチラ⇒http://www.todafurusato.com/ 

❤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

 

今年も 7 月 1 日～10 月 31 日までさくらパルでは、「まちのクールオアシス」の協力施

設として 2階フリースペースをみなさまへ提供しております。 

只今、夏本番！さくらパルは朝 8：30～開館しておりますので、暑くなる前の散歩や買

い物の途中にでも是非、お立ち寄りください。 

また、図書コーナーには、個別ブースがあるので、夏休みの宿題をするのもいいですよ(^^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、さくらパル総合受付まで問い合わせください。 

 

 

 

 

❤ 

❤  

8月の 

休館日 

 

3日（月） 

17日（月） 
31日（月） 

戸田ふるさと祭り 

【今月のＱ＆Ａ】～抽選予約～ 

Q1．同施設で①9：00～12：00 の予約と②10：00～12：00 の予約が重複となり、②が当選となった場合、①は 9：00

～10：00のみ当選となるのですか？ 

A1．当選者の予約内容が 100％満たされ、落選者の予約内容は全て反映されません。 

ですから、②が当選となった場合は、①が 9：00～10：00のみ当選とはなりません。 

Q2．どうしても利用したい日があります。多目的室は半面でいいのですが、すでに予約が数件入っています。 

同日同時間で多目的室 1 と多目的室 2を同時に両方申し込むことはできますか？ 

A2．はい、できます。ただし、両方とも当選した場合は、利用しない施設のキャンセルをお客様自身で行ってください。 

多くの方にご利用いただくために、重複当選による利用しない施設は早めにキャンセル 

いただきますよう、ご協力をお願い致します。 

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 

 

さくらパルプレイガイド by戸田市文化会館 

❤平成 27年度 松竹特別公演 

【第一部】錦絵 夏すがた 【第二部】明日の幸福 

日  時：8月 23日（日） 開場 13：15 開演 14：00 

出  演：高橋惠子、勝野洋、吉沢京子ほか 

入場料：【全席指定】Ｓ席 5,000円  Ａ席 4,000円  

❤幻・想・師 イリュージョン＆マジックショー 

日  時：10月 18日（日） 【1回目】開場 10：15 開演 11：00 

【2回目】開場 14：15 開演 15：00 

出  演：Ｗ ｉ Ｚ（ウｨズ） 

ゲ ス ト：デビット・ラムゼイ、ヤッチマッタゼ・ブラザーズ 

入場料：【全席指定】Ｓ席 3,500円  Ａ席 2,500円  
※3歳以上入場可 

❤秋川雅史コンサートツアー ～GOLDEN VOICE～ 

日 時：9月 5日（土） 開場 13：30 開演 14：00 

出 演：秋川雅史 

ピアノ演奏：小島さやか 

入場料：【全席指定】6,500円   ※未就学児入場不可 

❤人形劇「夏休みこどもシアター」   ひとみ座 

公演名：ズッコケ時間漂流記 ※各回、約 500席 

日 時：8月 9日（日） 【1回目】開場 10：30 開演 11：00 

【2回目】開場 14：00 開演 14：30 

入場料：【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） 

❤人形劇「夏休みこどもシアター」   ひとみ座 

公演名：ひょっこりひょうたん島 ※各回、約 400席  

日 時：8月 8日（土） 【1回目】開場 10：30 開演 11：00 

【2回目】開場 14：00 開演 14：30 

入場料：【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） 
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劇団 
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さくらパルＨＰ 


