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そろそろ虫の声が秋を感じさせてくれるようになりましたね。暦の上ではと～っくに秋ですが、まだまだ暑い日は

続きます。ところで・・・今年もまた、8月1日に素晴らしい花火たちが戸田の夜空を彩りましたね。今回は両岸併

せて約 12,000 発の花火が打ち上げられました。皆さんは、今年はどこで花火をご覧になりましたか？会場に行

って直接花火を体感した方、イオンの屋上でチキンをかじりながら見た方、クーラーの効いた自宅でビール片手

に見た方・・・ｅｔｃ いずれにしても、とても素敵な花火でしたね～(^.^) そこで、ちょっと花火トリビア。 

★打ち上げ花火っていくらするの？ ★ 

大きさや形状など色々あるので、ここでは一例として打ち上げ花火の相場をご紹介します。 

開花したときの直径が 100m となる 3号玉で 4,000～5,000円、150mの 5号玉で 15,000円と意外（？）にもお

手頃。7号玉になると 3万円～、10号玉（尺玉）で 10万円～となりますが、開花すると 450mにもなる 20号玉（2

尺玉）となると 80万円程度と一気に値段が跳ね上がるそうです。（戸田橋花火大会では 5号玉から 10号玉が打

ち上げられました！） 

もちろん、これは花火玉単体の値段で、打ち上げのための設備や人件費、警備などの経費も

別途必要で、1万発の規模で 5,000万円～1億円ほどの費用がかかるんだそうです。 

★打ち上げられるときの「ヒュ～」という音は？★ 

花火が筒から打ち上げられ、夜空で花開くまでに奏でる「ヒュ～」というお馴染みのあの音。花火玉が空気を切り裂

く音かと思っていたら実はアレ、花火玉に付けられた「笛」の音なんです。 

親玉が開花する前に小花を開かせたり音を出させたりするために、本体と同時に打ち上げる付加物を曲導（きょく

どう）と呼びます。その曲導のうち、上昇中に音を出すものを「笛」といい、パイプに詰められた薬に点火すると音が

出る仕組みになっているんだそうです。また、音とともに銀色に発光する物を「銀笛」と呼んでいます。 

「ドンッ」という音の前にこちらの期待を高めてくれるアノ音は、あえてつけられた効果音だったんです。 

※「Walker plus 花火うんちく大百科」より引用 

やっぱり、線香花火の値段とは大違いでしたね～。（笑） それに、あの「ヒュ～」という音が、計画されていたものだったなんて。

ちょっと、びっくりですよね。それにしても、一発で数万から数十万人の人たちを楽しませることができる花火って・・・ホント、

pricelessですね♪ また来年もあの素敵な花火たちに会えることを楽しみにしたいと思います(^^)/ 

そして、今月は9月20日（日）～23日（水）のシルバーウィークがあります。19日（土）もあわせれば5日間の大型連休です。

みなさん、ご予定はいかがでしょうか？もちろん、この 5日間、さくらパルは全て開館しております！是非、遊びに来て下さい♪ 

 

 

 

 

第 3 回目は、❤戸田市公共施設予約システム❤の【仮予約】についてです。

みなさんは、インターネットで仮予約をしたのにもかかわらず、施設に行って支

払いをしようとしたら仮予約されてなかった・・・というようなことはありません

か？しかし、それって、大変！なことですよね。実際、さくらパルでも時々いらっ

しゃるんです。「なんで？ちゃんと予約したのに！」「支払期限も表示されてい

たのに！」 

そこで、利用者の方々のお話を伺い、実際に利用者の方が目にしている画

面等をチェックしてみたところ、問題は予約の「確認画面」ではないかということ

になりました。 

それでは、一緒に仮予約の画面を見てみることにしましょう・・・・。仮予約はま

ず、ＴＯＰ画面の「公共施設予約メニュー」⇒「1.空き照会・予約の申込」と進んでいきます。そして、利用したい施設・日にち・部

屋・時間帯を選びます。予約可能であれば次に必要事項を入力する画面が表示されますので、入力後確定ボタンをクリックし

ます。すると、次のような画面が表示されます。 

この画面は、「予約申込内容の
．．．．．．．

確認
．．

」画面です。内容を確認して

申込ボタンをクリックしないと仮予

約にはなりません。「支払期限」も

表示されますが、まだ予約は完了

していません。 

必ず、申込ボタンをクリックして

ください！ 

 

 

そして、次に表示されるのが「予約申込完了」の画面です。 

この画面が表示されれば、仮

予約は完了です。 

せっかく入れた仮予約、いざ支

払いに行ったら、なかったことにな

っていた・・・と、いうことにならない

ように、必ずこの画面を確認してく

ださいね♪ 

なお、仮予約後は、「公共施設

予約メニュー」⇒「2.予約内容の

確認・取消」で予約内容を確認す

ることをお勧めします。 

 

そして、支払期限をくれぐれも忘れずにお願いします(^^)/ 

 

【希望案内板表示】とは、さくらパル 1階警備室脇の当日の予約案内板と各室前にある案内表示板の表示のことです。こちら

は、自由に表示いただけます。さくらパルでは、こちらに入力された内容で当日のご案内をさせていただいております。特に、

案内板表示を希望されない方は、「なし」と入力してください。その場合は、利用時間のみを表示させていただきます。 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 来月は・・・「電話予約」について詳しくご説明します！ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  
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※21日（月）は祝日の為、開館しています♪ 

さくらパル号 

今月の・・・ 

「教えて！さくらパル」 

 

ｚｚｘ 

❤9 月 27 日は「女性ドライバーの日」❤ 

1917 年（大正 6 年）の 9 月 27 日に、栃木県の「渡辺はまさん」が警視庁の自動車試験に合格。

日本人女性として初めて自動車の運転免許を取得しました。 
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さくらパル通信 7月号で「パスワード」についてご説明させていただいたところ、「パスワードの問い合せ」は減ってきまし
た。しかし、逆に増えて来たのが、「パスワードはわかっているのに、ログインできない！？」という問い合せです。 

利用者の方々にお話を伺ってみると、「ログインしようとすると“半角英数字で入力してください”って、メッセージが表
示されるんです。利用者ＩＤもパスワードもあっているのに・・・なんで？」ということでした。 

調べてみると・・・利用者登録番号とパスワードを間違えて入力されているために起こる現象でした。 
ログインの画面を表示すると以下のような並びになっています。 

利用者ＩＤ                  ※利用者ＩＤとは利用者登録番号のこと。0から始まる 8ケタの数字。 

パスワー ド                  ※登録の際に決めた 8文字以上 16文字以下の英数字の組合せ。 

「＠」 「―」 「＿」 の記号が 1つ以上入っている。 

上下の入力が逆になると「利用者ＩＤは半角英数字で入力してください」というメッセージが表示されます。 
もし、このメッセージが表示されたら、もう一度、入力する場所を確認してみてくださいね♪ 

 

 

 

 

 

照明器具を使わない世界一かんたんにできるテーブル影絵人形劇 

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。 

 

❤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(^ ^)/❤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、さくらパル総合受付までお問い合わせください。 

  

 

 

◆日時◆ 

2015.12.12（土） 
1回目 10：30～12：30 ※受付 10：00～ 
2回目 14：00～16：00 ※受付 13：30～ 

 

◆受講料◆ 

1組 2,000円 
（影絵キット 1セット・保険料含む） 
※お子様 1名追加毎に 1,000円の受講料をいただきます。 
※受講料は、当日受付にてお支払いください。 

 
◆定員◆ 

各回25 組 50 名 

※先着順となります。 
※定員になり次第締め切らせていただきます。 

◆対象◆ 

親と子（幼児～小学生）のペア 

◆会場◆ 

さくらパル 2階 会議室 

◆申込方法◆ 

さくらパル受付・電話・FAX・E-Mail にてお申込みください。 

048-229-1061  Fax048-447-2055   
sakurapal@todacity-culturehall.jp  http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_top.html 

※後日発行のチラシ裏面の申込書に、必要事項をご記入の上、お申込みください。（電話でのお申込み場合は、必
要事項をうかがいます。）また、申込書はさくらパルＨＰよりダウンロード（ワード形式）できます。 

 

❤ 
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今月は、さくらパル 2 階プレイルームに新設された『絵本コーナー』の情報を紹介します。 

（絵本） 作：tupera tupera  発行：絵本館 

パンダ専用の銭湯、その名も「パンダ湯」。パンダの家族がいい湯を求めて訪れます。銭湯でしか見る
ことのできないパンダの日常、そして人間関係ならぬパンダ関係に大人も思わず、クスッとなること
間違いなし！脱衣場の掲示物も最高です(^^)/ そして、衝撃のラスト･･･身だしなみのお作法は必見で
す！！ 

作者は NHK Ｅテレ「ノージーのひらめき工房」のアートディレクションを担当する人気作家の
tupera tupera。戸田市立図書館で予約待ちの大人気絵本です♪ 

＜絵本コーナーについて＞ 

市民のみなさまから寄贈していただいた絵本を自由にご覧いた
だけます。小さなお子様専用のテーブルと椅子も設置しておりま
す。 
※絵本の貸し出しは行っておりません。 
※プレイルーム内の為、飲食はできません。 

パンダ銭湯

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 

 

❤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 ッド・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 

❤市民ミュージカル あやかし谷の夏休み 

日  時：12月 6日（日） 【1回目】開場 12：30 開演 13：00 

【2回目】開場 16：00 開演 16：30 

入場料：【全席自由】一般 1,000円  高校生以下 500円 

前売開始日：9月 13日（日）10：00～ 

前売中 

前売中 

さくらパルプレイガイド by戸田市文化会館 


