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１１月になりました。空も空気も町並みも、すっか

り秋・・・と、いうより寒くなりましたね♪市役所の中

庭や市役所南通り、後谷公園、彩湖・道満グリー

ンパークなど、戸田市内も秋一色です♪お休みに、

お友達を誘って、道満でバーベキューをするのも

いいかもしれませんね(^^)/ 

ところで、今年は「秋」が例年より早く来たため、

「秋の期間」が長いそうです。また、１１月は平年よ

り暖かいということなので、８月末からハイペースで始まった「秋」もここで、ちょっとクールダウンと

いったところでしょうか。 

しかし、紅葉が綺麗なこの季節、つい口ずさんでしまうのが、ＪＲの「そうだ 京都、行こう。」の

ＣＭ。とにかく、あのＣＭを観ると毎年京都に行きたくなります。そして、某私鉄の「あなたは今どの

空を見ているの～♪」の楽曲でおなじみの「きょう、ロマンスカーで。」のＣＭ。こちらは箱根に行きたくなります（笑）。特に、２０１３年

秋に放送された“箱根美術館”「おじいちゃんと私」編が私は好きでした。真和亭からの紅葉は圧巻で、あの時は、本当に箱根に行

っちゃいました～♪そんな思いっきり箱根に行きたくなるＣＭの内容は・・・おじいちゃんと孫娘が箱根を旅するシーンが描かれてい

るのですが、箱根美術館の「Ｔｈｅ 紅葉」の苔庭を仲良く散歩し、真和亭でお茶をいただきます。そして、ＣＭの最後に孫娘がいう

セリフが・・・「おじいちゃんと私は、同じものをいいと言う。」心にジワ～ときますね。今年も、どこかに旅行に行きたくなりました！（笑） 

しかし、埼玉にだって素晴らし～い紅葉スポットがたくさんあります。埼玉県紅葉ランキング１位は“長瀞”（見ごろは１１月中旬～

１１月下旬）、第２位は“中津峡”（見ごろは１０月下旬～１１月中旬）、第３位は“国営武蔵丘陵森林公園（見ごろは１０月下旬～１

１月下旬）だそうです(^^)/ 休日にちょっと足を伸ばしてみるのもいいかもしれませんね。なお、長瀞の紅葉をゆったりと楽しむには、

遊覧船や川下りが最適で、見ごろの時期には「月の石もみじ公園」でライトアップも行われる予定だそうです。 

※人気ランキングは【乗換案内ジョルダン：紅葉情報 2015】より引用 

第 5回目は、【貸室の利用方法】についてです。では、早速各室ごとの利用方法

についてご案内致します。 

❤音楽練習室❤ 

グランドピアノと音響設備（共に有料）・

椅子・譜面台が常設してあります。室

内は飲食不可（水分補給のみ可）とな

っております。 

※グランドピアノの上にペットボトル・水筒等

を置くことや、室内の壁等にテープや画鋲等での貼紙はご遠慮ください。なお、メトロノー

ム・椅子・譜面台は無料にて貸出しております。 

❤多目的室❤ 

全面フローリング仕様となっており、間仕切りで 2部屋に分かれます。多目的室 2の壁は

鏡付です。軽運動や音楽発表会等でご利用いただけます。音響設備（有料）が 1 台常

設してあります。（音響設備は多目的室 1または 2のどちらでも使用可） 

室内は飲食不可（水分補給のみ可）、土足厳禁となっております。また、有料にてプロジ

ェクター・卓球台（ラケット・ボール込）の貸出も行っております。 

※室内の壁等にテープや画鋲等での貼紙はご遠慮ください。なお、椅子・テーブル・ホワイトボード

は無料にて貸出しております。 

❤会議室❤ 

会議室は、Ａ・Ｂ・Ｃの 3部屋に仕切られており、人数・用途に合わせて仕切りを外して

大会議室として使用することができます。（最大 120名）会議・打合せ・講演会等でご利

用いただけ、飲食も可能です。各部屋には机・椅子・ホワイトボードが常設してあります。

また、有料にてワイヤレスアンプ・プロジェクターの貸出も行っております。 

※防音設備ではありませんので、音楽をかけたり、楽器のご利用はできません。また、歌を歌った

り、ダンス等でのご利用もできません。 

※椅子・机・簡易ステージ・演台・コートハンガーは無料にて貸出しております。なお、室内の壁等

にテープや画鋲等での貼紙はご遠慮ください。 

❤和室❤ 

8：30～16：00 まではフリースペースとして自由にご利用いただけます。（飲食不可）16：

00～21：00までは貸室として、交流会等でご利用いただけます。（飲食可） 

※長テーブル、座布団は無料にて貸出しております。なお、室内の壁等にテープや画鋲等での貼

紙はご遠慮ください。 

みなさん、各部屋の利用方法はおわかりになりましたでしょうか？  

今後も、より多 くの方に気持ち良くご利用いただくために、利用上の注意を守っ

ていただけるよう、ご協力をお願いします(^^) 

  

戸田市役所中庭：戸田市役所ＨＰ「戸田市

の風景」より 

みなさん、“揚げもみじ”ってご存知ですか？宮島新名物“揚げもみじ”。その名の通

り、もみじまんじゅうを揚げちゃったんです♪アツアツサクサクでと～っても美味 !!(^^) 

味は、「あんこ」「クリーム」「チーズ」の 3 種類。一つ一つ串に刺してあるので、食べ

歩きにはもってこいです♪普通のもみじまんじゅうも、もちろん美味しいですが・・・揚げ

ることでカステラが“フワ～”、あんこが“トロ～”。まったく別物です！ 

揚げもみじまんじゅうは頼むと写真のようにザルにのって出てきます。見た目

は、ちょっと・・・“から揚げっポイ”（!?）ですが～（笑） 

今回、私が訪れたお店は広島の「紅葉堂  弐番屋」さん。お店の外観

も江戸時代の町屋を改装して作っただけあって、とっても趣があり、素敵で

す♪お店の中にはカフェスペースもあり、その場でアツアツをいただけます。 

そして、食べ終わったら・・・お店の奥にある「揚げもみじ神社」に竹串を

奉納します♪もちろん、願い事も叶う・・・（ !?）。この「揚げもみじ神社」は

竹串の回収、廃棄を目的にされているようですが、素敵なアイディアですよ

ね(^^)/ 
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11 月の休館日及び臨時休館日 

2(月)  7(土)  8(日)  16(月)  30(月) 

❤臨時休館日のお知らせ❤ 

11月 7日（土）、8日（日）は、電気設備点検による停電の為、臨時休館日となります。 
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

今月の・・・ 

「教えて！さくらパル」 

11 月の休館日及び臨時休館日 

2(月)  7(土)  8(日)  16(月)  30(月) 

❤臨時休館日のお知らせ❤ 

11月 7日（土）、8日（日）は、電気設備点検による停電の為、臨時休館日となります。 
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 
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【今月のＱ＆Ａ】は、最近問合せが多いものです♪バックナンバーも合わせてご確認ください(^^)/ 

 

 

11 月の抽選予約（2016 年 2 月分）で当選された方および、11 月 16 日（月）に仮予約をされた方の支払期限日

は、11月 29 日（日）です。 

※抽選予約当選者および 11月 16日（月）に仮予約をされた方の支払期限日は、11月 30日（月）
と表示されますが、11月 30日（月）は休館日の為、11月 29日（日）19：00 までにお支払いいた
だかないとキャンセルとなりますのでご注意ください。 

12 月 29 日（火）～1 月 4 日（月）までは年末年始及び休館日のため、お休みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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（市内在住または在勤）の女性  

定 員：各回 25 名 （先着順） 

※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歳から小学校入学前までの託児（要事前申込。 

先着 10名様。定員になり次第締め切らせていただきます。） 

： 11月 15日（日）19：00まで 

11/24 
（火） 

家族の健康とママの

美容のための薬膳講

座です。 

身近な食材について

気軽に学べます。 

 

どんな影絵ができ

るのかな？ 

出来上がった影絵

を家族のみんなに

見せてあげよう！ 

【今月のＱ＆Ａ】 

Q1．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？ 

A1．5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。 

※「さくらパル通信№10（2015.7月）」でパスワードに関して詳しく説明しております。 

Q2．ＩＤ（利用者登録番号）とパスワードは合っているのにログインできません。 

A2．ログイン画面の上段がＩＤで下段がパスワードとなっています。上下の順番を間違えるとログインできません。 

※「さくらパル通信№12（2015.9月）」の“わん POINT コーナー”で詳しく説明しております。 

 

照明器具を使わない世界一簡単にできるテーブル影絵人形劇 

作品タイトル：おたんじょうび 

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（先着順） 

※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。 

受付期間： 11月 29日（日）19：00まで 

12/12 
（土） 

【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ＨＰ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、必要事項を伺

います。 

【問合せ先】 

T e l 048-229-1061 

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

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 

 

❤牛田智大 ピアノ・リサイタル 

第 10回戸田音楽祭メインコンサート 
～いつも音楽を身近に～ 

日  時：平成 28年 3月 26日（土） 

開場 14：15 開演 15：00 

会 場：大ホール 

出 演：牛田智大 

入場料：【全席指定】 1,500円 
※開演後、演奏中の客席入場はできません。曲間入場となり、自席に座ることが

できない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

※無料託児あり：1歳～小学校入学前まで。 

（詳しくは文化会館へ直接問い合わせください。） 

※未就学児入場不可 

前売開始日：11月 28日（土）10：00～ 

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】 3,000円 ≪120名様限定≫ 
※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） 

❤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。 

前売中 

前売中 

さくらパルプレイガイド by戸田市文化会館 

さくらパルからのお知 らせ  

 
ご迷惑をおかけ 

しますが、よろしく 

お願いします♪ 

❤市民ミュージカル あやかし谷の夏休み 

日  時：12月 6日（日） 【青組】開場 12：30 開演 13：00 

【緑組】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 

 

❤ドリーミング ファミリーコンサート 

～アンパンマンのマーチでおなじみ！～ 

日  時：平成 28年 1月 31日（日） 

【1回目】開場 11：00 開演 11：30 

【2回目】開場 14：00 開演 14：30 

会 場：大ホール 

出 演：ドリーミング、アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん 

入場料：【全席指定】 1,200円 
※3歳以上有料（2歳以下で座席が必要な場合は有料） 

前売開始日：11月 7日（土）10：00～ 

 

前売中 

新曽さくら川 


