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10 月といえば・・・やはり、“ハロウィン”でしょう

か。本来は秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すお

祭りですが、最近はもっぱら“仮装大会”としての

方が有名ですね。ところで・・・ハロウィンの象徴で

もあるカボチャの中身をくりぬいて作った「ジャッ

ク・オー・ランタン」。なんで、「ジャック・オー・ラン

タン」っていうのか知ってますか？実は、ちょっと怖い伝説があるんで

す・・・。簡単に紹介させていただきます。 

「ジャック・オー・ランタン」は、お話の中にもあるように、初めは“カ

ブ”でした。もともと、ハロウィンはアイルランド及びスコットランドが起源

とされ、のちにアメリカに伝わった際に、アメリカでの生産が多かった

カボチャに変化したそうです。「ジャック・オー・ランタン」のお話は他

にもいくつかあります。そして、カボチャにはお守りとしての意味があり、

カボチャの提灯は悪霊から守る番犬の役割があるそうです・・・。 

 

 

10 月になって目にするのが「2016 年度の手帳（スケジュール帳）」です。以前は、手帳は年末にあわて

て買っていた（笑）ような気がしますが・・・、手帳の購入時期も人によってさまざまですね。手帳の種類や大

きさ等、色々なタイプの手帳が販売されていますが、皆さんはどのような手帳をお使いでしょうか？ 

そして今、人気を集めているのが「ほぼ日手帳」という手帳です♪ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」が

2002年度版から作成している手帳です。この手帳の特徴は“1日 1ページ”というところ。（スリムな週間タイ

プの「WEEKS」は除きます。）また、180 度パタンと開くのでとても書きやすく、月曜はじまりと日曜はじまりを選

べるものがあったり、“おまけページ”には色々な情報が詰まっています♪1日1ページなので、日記を書いた

り、写真を貼ってお子さんの成長を記録をつけたり、レシピを書くだけでなく作った料理の写真を貼れば・・・と、

色々と楽しめます(^^)/ 更に、この手帳のすごいところは・・・「ほぼ日手帳公式ガイドブック」というものが発売

されているんです！！興味のある方は参考にされてみるのもいいかもしれません。 

もっとも最近では、手帳を買いに行くと手帳コーナーのそばには、手帳を可愛くデコレーションするシールや

スタンプが並んでいます。先日、娘の手帳を見せてもらったところ、とてもわかりやすい上に可愛くデコレーショ

ンされていました。さっそく、私も娘の真似をして色々とデコレーショングッズを購入してみましたが、ほとんど活

用できていない状況にあります(-“-) これって、やっぱりセンスの問題でしょうか・・・。私も、ガイドブックで勉

強してみようかな～(^^)/ 

すでに手帳をお使いの方、これから新しい手帳を購入する方・・・みなさんの手帳に、さくらパルでの予定を書き込んでいた

だけると、嬉しいです♪

第 4回目は、❤戸田市公共施設予約システム❤の【電話予約】についてです。イ

ンターネットの予約システムが開始されてからは、原則電話での仮予約はお受け

しておりません。しかし、みなさん、こんな経験はありませんか？ 

「予約システムの空き状況は「〇」なのにクリックできない！」 
「今から使いたいのに予約できない！」 

実は・・・予約システムでのインターネット予約は、利用日の前日、15：00 までと

なっています。したがって、空室があっても前日の 15：00 以降はみなさん自身で

インターネット予約を取ることはできません。 

前日 15：00 以降に予約を取るには、直接窓口にてお手続きいただくか、電話に

て仮予約をしていただくことになります。 

仮予約の際には、『利用者登録番号』を伺いますので、必ず利用者カードを準備のうえ、お電話をお願

いします♪空き状況はインターネットで 24 時間確認できます。（インターネット予約は 9：00～24：00 ま

で。）ご利用希望の方は、まずはお電話を！こちらも、もちろん先着順となっておりますので、お早めに。 

また、抽選期間中や貸室の仮予約・本予約後の附属設備の申込もインターネットで

はできません。その場合も、お電話で附属設備の追加予約をお受けいたします。なお、抽選期間中のものに

関しましては、仮予約の決定後、追加予約をお受けいたします。 

なお、利用日前日 15：00 までにインターネットにてご予約いただいた場合は、必ず 19：00 までに窓口にて

お支払いをお願いします。お支払いただけなかった場合は、予約は自動でキャンセルとなりますのでご注意下さい。 

 来月は・・・「貸室の利用方法」について詳しくご説明します！  

 

曽さくら川・・・みなさんはご存知でしたか？昨年、町会（新曽下町会、氷川町会）と市との協働

により、今まで名前が付いていなかった水路に新たな名称が付けられました。さくらパルの前を流

れる川の名前です♪氷川橋から下前谷橋までが新曽さくら川で、そこから先は「菖蒲川」になります。

また、川の途中の名無し橋には「下洞橋（しもほらはし）」という名前がつきました(̂ )̂/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ギャラリーは、市民の方々の作品展示スペースとなっています。 

利用料は無料です♪団体、個人は問いません。 

写真・絵画・書などあなたの自慢の作品を飾ってみませんか？ 

展示期間は最大で 14日間です。 

展示作品は、随時募集しておりますので、お気軽に問い合わせください(^^)/  

新 

今月の・・・ 

「教えて！さくらパル」 

さくらパル 

昔々、ある所にとても意地が悪い男がいました。人は

彼の事を「けちんぼジャック」と呼んでいました。ある年のハ

ロウィンの夜、ジャックは地獄からやってきたと言う悪魔と

出会いました。悪魔の目的は彼の魂でしたが、ジャックは

悪魔を騙して、魂を取られない様に諦めさせました。 

 数年後、ジャックも死んでしまうのですが、地獄の門

で裁きを受けた際、悪魔を騙した時の約束の為に地獄

に行く事が出来ません。そうかと言って、生前行ってきた

悪事のせいで天国にも行く事が出来ません。どちらにも

行く事が出来ずに困ってしまったジャックは、地獄に有る

燃えている魂を悪魔から貰い、それをカブの中に入れて

提灯を作りました。 

その灯りを頼りにして、ジャックはいつまでもあの世、こ

の世をさまよい続ける様になったと言われています。 

-ハロウィン-ジャック・オ・ランタンの由来より引用 

trick or treat!  trick or treat! 
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【申込方法】 

チラシ裏面の「申込書」に必要項目をご記入の上、電話、Fax、E-mail（添付ファイル）

のいずれか、または、さくらパル受付にお申込みください。 

※申込書は、さくらパルホームページよりダウンロード（word形式）できます。 

※E-mail によるお申込みの場合は申込書を添付の上、送信ください。 

※電話でのお申込みの場合は、必要事項をうかがいます。 

【問い合わせ】 
Tel 048-229-1061  Fax 048-447-2055 

sakurapal@todacity-culturehall.jp 

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

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。 

◆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。 

 

 

 

 

 

 

※イベント詳細に関しては、戸田市文化会館（048-445-1311）まで問い合わせ 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

お子さんやご家族のために薬膳の知識と効能を学びませんか？ 

みんなで楽しく食育しましょう♪ 

 

時 間：【1 回目】 10：30～12：00  受付 10：00～ 

【2 回目】 13：30～15：00  受付 13：00～ 

会 場：さくらパル 2階 会議室 

対 象：市民（市内在住・在勤）の女性  

定 員：各回 25 名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

受講料：1,000 円（薬膳茶・薬膳菓子・薬膳スープ・レシピ付、保険料含む） 

※受講料は、当日受付にてお支払いください。 

※無料託児あり：1 歳～小学校入学前までの託児（要事前申込。10 名様まで。定員になり次第、

締め切らせていただきます。） 

：平成 27 年 10 月 17 日（土）10：00 ～ 11 月 15 日（日）19：00 

 

照明器具を一切使わず簡単に影絵人形劇ができます。 

窓からの光や部屋の蛍光灯を使った独創的な影絵芝居。 

世界一簡単で人形がよく動く影絵人形劇を一緒に作りましょう♪ 

時 間：【1 回目】 10：30～12：30  受付 10：00～ 

【2 回目】 14：00～16：00  受付 13：30～ 

会 場：さくらパル 2階 会議室 

対 象：親と子（幼児～小学生）のペア  

定 員：各回 25 組 50名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

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。 

：平成 27 年 10 月 3 日（土）10：00 ～ 11 月 29日（日）19：00 

 

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 

❤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 

会 場：大ホール 

入場料：【全席指定】 Ｓ席 3,500円  Ａ席 2,500円 
※3歳以上入場可      ★さくらパルではＳ席のみの販売となります★ 

民族芸能と食文化のコラボレーション企画 vol.1 

❤ＩＮＤＩＡ ～本格インドカレーを踊りと音楽で食す。～ 

日  時：12月 11日（金） 開場 18：00 開演 18：30 

会 場：4階 羽衣の間 

出 演：ユキ（カタックダンス）、池田絢子（タブラ） 

GO ARAI（シタール） 

入場料：【全席指定】 一般 3,000円 
※料理付 
※ドリンクの追加は、各自精算となります。 

 （アルコール可） 

前売開始日：10月 10日（土）10：00～ 

❤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 

会 場：大ホール 

入場料：【全席自由】 一般 1,000円  高校生以下 500円 

前売中 前売中 

❤BSフジ presentsプライム落語 produced byラルテ 
～ご存知、お茶の間の人気者に浪花の破天荒がトライの巻～ 

日  時：平成 28年 1月 18日（月）  

開場 18：00 開演 18：30 

会 場：大ホール 

出 演：桂雀々、春風亭昇太、林家たい平 

入場料：【全席指定】 Ｓ席 3,800円  Ａ席 3,500円 
※未就学児入場不可    ★さくらパルではＳ席のみの販売となります★ 

前売開始日：10月 3日（土）10：00～ 

 

120名様限定 

新曽さくら川 


