第 7 回目は、【市民ギャラリー】についてです。
みなさん、さくらパルの“市民ギャラリー”はご存知ですか？１階多目的室
から音楽練習室にかけての壁面が市民の方々の作品展示スペースとなっ
ています。ピクチャーレールをご用意しておりますので最大３０枚の絵画や写
真を飾ることができます。ただし、作品を展示するための額等の用意はござ
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「教えて！さくらパル」

ますので、写真・絵画以外にも
色々なものが展示できます。

年あけましておめでとうございます。2016 年が始まりました。今年もよろしくお願いします(^.^)

雑煮を食べる・・・。外でコマ回し・羽根つき・凧揚げをしたり、家の中で福笑い・カルタに双六をしたり。もらったお
年玉の使い道を考えるのも楽しい時間ですよね。ん～、でもこれって古い？ですかね。^^;
最近の調査によると、お正月の過ごし方第１位は “テレビを見る” 、第２位が “初詣
に行く” 、第３位が “年賀状を確認する・追加の年賀状を作成する” だそうです。家族
そろってお正月遊びをすることは少なくなってきたようですね。でも、ちょっと昔に戻ってみませんか？伝統的な日本の
お正月を過ごしてみるのもいいものです♪

お

しての展示や、少ないスペースでの貸し出しもＯＫです♪
また、壁掛けできないものに関しては、大型のガラスケースのご用意もあり

※お正月の過ごし方ランキング：＠nifty 何でも調査団
（http://chosa.nifty.com/season/chosa_report_A20141226/6/）

ところで、みなさんはどのようなお正月をお過ごしですか？初詣に行き、家族そろってお屠蘇を飲み、おせちやお

いません。また、仕切りタイプのボードのご用意もありますので、ボードを利用

展示期間は１日単位で最大１４日間で、無料でご利用いただけますが戸
田市内の方に限ります。
展示作品は、絵画・写真・書など、なんでもＯＫです。ただし、展示品等に
ついてさくらパルでは管理上の責任は負えませんので、ご利用される方が責
任を持って管理してください。
また、市民ギャラリーは公共施設予約システムを利用して、予約及び空き状況の確認をすることはできません。ご
利用希望の方は直接、さくらパル窓口へお越しいただくか、電話で問い合わせください。

正月遊びと言ったら色々ありますが、その中でもやっぱり百人一首!?（笑）そして、百人一首と言ったら「散らし取り」と「坊

展示作品に関しては随時募集しておりますので、ご応募お待ちしております(^^)/

主めくり」でしょうか。私も子どもの頃は、１枚でも多くとるために一生懸命、上の句と下の句を覚えたものです。ここでみなさ

無線 LAN は、2 階
のフロアでご利用
いただけます♪

ん、ちょっと記憶をたどってみてください。次の歌の「上の句」と「下の句」の正しい組み合わせ・・・わかりますか？

【今月のＱ＆Ａ】～無線 LAN～
【上の句】

【下の句】

① かくとだに えやはいぶきの さしも草

Ａ 焼くや藻塩の 身もこがれつつ

Q1．無線 LAN は誰でも利用できるのですか？

② 天つ風 雲の通ひ路 吹き閉ぢよ

Ｂ さしも知らじな 燃ゆる思ひを

A1．中学生以上の方であればどなたでもご利用いただけます。本人確認書類（学生証可）をご持参の上、２階

③ 君がため 春の野に出でて 若菜つむ

Ｃ をとめの姿 しばしとどめむ

④ 来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに

Ｄ わが身世にふる ながめせしまに

⑤ 花の色は うつりにけりな いたづらに

Ｅ わが衣手に 雪は降りつつ

総合受付へお申し出ください。※ご利用の際には申請が必要です。
1 回１時間、
1 日 2 回まで
だよ♪

Q2．パソコンや電源は貸してもらえますか？
A2．ＯＡ機器と電源の貸し出しは行っておりません。ご利用端末を充電のうえ、ご持参ください。

答えは①＝Ｂ、②＝Ｃ、③＝Ｅ、④＝Ａ、⑤＝Ｄです。覚えてましたか？百人一首は藤原定家（公卿・歌人）が息子為家の
妻の父である宇都宮頼綱に別荘の障子に貼る色紙の作成を依頼され作ったものだそうです。また、その別荘が京都嵯峨野の小倉山
にあったことから、後に「小倉百人一首」と呼ばれるようになりました。そして、④の「来ぬ人を～」は、この藤原定家の歌です。

Q3．会議室でも利用できますか？
A3．ご利用いただけます。なお、会議室をご利用の際は室内の電源もご利用いただけます。

また、紫式部や阿倍仲麻呂、紀貫之、小野小町に清少納言など、百人一首には有名な歴史上の人物がたくさんいます♪そんな中
で私が一番最初に覚えた歌は、順徳院（天皇）の「ももしきや 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり」でした。とにかく、
いきなり「ももしきや～」と始まるのですからインパクト大！です（笑）もちろん「ももしきや」の“ももしき”はお父さんたちがはいている“もも
ひき”ではなく、漢字で「百敷」と書き”宮中“という意味です。しかし、子どもの私には”ももしき“＝”ももひき“にしかならず（笑）ただ、百
人一首を覚えるきっかけになったことには間違いありません(^.^)

そ

料
コピー機

カラー
白 黒
製 版

金
50円/枚
10円/枚
50円/枚

用紙
不要

して、小さい子でも楽しめるのが「坊主めくり」ですね♪100 枚の絵札を裏向きで重ねて置き、1 枚ずつ順番に取っていきます。

☺コピー機は、カラーまたは白黒を選んでいただき枚数分のコインを入れてご利

坊主が出たら持っている絵札を全て没収、お姫様が出たら没収された絵札をすべて獲得でき、最後に一番絵札を持ってい

印 刷
1円/枚
用いただくことができ、用紙がセットされています。
☺印刷機は、最初に製版⇒そのあと印刷という手順となりますが、1 枚につき製版代 50 円と印刷代 1 円となりますので、大

る人が勝ちです。でも、絵札の中に“蝉丸”という坊主札があるのですが、この絵札にのみ

“蝉丸ルール”というものが色々と存在します。「蝉丸が出たら一回休み」とか「蝉丸を引いたら即座にビリ
が決定」とか・・・面白いですね♪ なお、その他の絵札にも色々なローカルルールがあるようです。ちなみ
に、我家の場合、天皇札（台座に縞模様がある札）とお姫様札を引いた場合はもう一枚引けました。
(^^)/

さくらパルの 2 階には“コピー機”と“印刷機”があります。この２つの違い・・・
わかりますか？簡単に説明させていただきます(^^)/

要

量にコピーを取りたいときは印刷速度も速く、断然お得となります。ただし、用紙は各自ご用意をお願いします。
コピー機も印刷機も自由に使っていただけますが、領収証が必要な場合は、必ず使用する前に受付までお申し出ください。
なお、ご使用方法が不明の場合は、遠慮なく受付までお声掛けください(^^)/

是非、みなさんもオリジナルルールを作って遊んでみてください♪

1

印刷機

2

☘

ご参加ありがとうございました

☘

さくらパル自主事業開催報告！

只今、市民の方が作成したトールペイン
トを展示しております♪クリスマスをテー

11 月 24 日（火）に「子育てママの薬膳講座」を開催
しました。

マにした可愛い作品がたくさん展示され
ていますので、まだご覧になっていない方
は是非、足を運んでみてください。

午前と午後合わせて 25 名の方々にご参加いただきました。参加さ

作品は 1 月 17 日（日）まで展示して
おります。

れた方の年代も 20 代から 50 代までと幅広く、みなさん薬膳菓子、
薬膳スープ、薬膳茶を体験しながら楽しい 1 時間半を過ごされたよう

しんしんと寒いこの季節、自宅でも外出先でもあたたかい飲み物が欲しくなります。そんな数ある飲み物
の中で、大人から子どもまで様々な世代に親しまれているのがココア。
今では気軽に飲めるココアですが、昔は今とは全く異なるスペシャルドリンクでした！ココアの材料である
カカオはその昔、紀元前 1000 年、古代マヤ文明の時代「神様の食べ物」として栽培され、その当時は共
通通貨として用いられるほど貴重なものでした。
それはカカオ 10 粒でウサギ 1 匹、100 粒で奴隷１人と交換されていたほど。当時は薬のように扱われ
ており、おいしいものではなかったようです。その後ヨーロッパに渡り、現在の甘くておいしいココアが生まれまし
た。ほんの少し歴史を知るだけで、いつものココアが一味違った飲み物になるかもしれませんね♪(^^)♪
（ココアとコーヒーを割って飲むとさっぱりとしたカフェモカ風でおいしいですよ！）

です♪
はちみつは、
冬に必要な
食材のひと
つです♪

講座の内容
・薬膳とは
・薬膳茶の種類
・冬の薬膳について
・薬膳レシピ

～当日のメニュー～
◆薬膳菓子◆
菊花酥
ナツメの黒砂糖煮
サクサクはと麦
◆薬膳スープ◆
長いものスープ
◆薬膳茶◆
菊茶

当日は、体質や体調に合わせた薬膳茶の紹介や、これからの
寒い時期にぴったりの食材やレシピなど、ためになる内容が満載

ココアの歴史（CoCoa house http://cocoahouse.fc2web.com/cocoa/rekishi.html）
ココア （wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ココア）

でした。参加いただいた方々からも「わかりやすかった」「美味しか

さくらパルプレイガイド

った」など嬉しい声をたくさんいただきました。
また、今回は無料の託児を行ったことにより、小さいお子様のいる

日にち

公演名
ＢＳフジ ｐｒｅｓｅｎｔｓ

1/18
（月）

方々にも多くご参加いただき、「リフレッシュできた」「託児があるのは助
かる」と喜んでいただけました。

プライム落語
produced by ラルテ
アンパンマンのマーチで
おなじみ！

1/31
（日）

初めての自主事業で私たち職員もドキドキでしたが、会場から出て
こられた参加者の方々の笑顔を見て、みなさんと楽しい時間を過ごせ

ドリーミング
ファミリーコンサート

たことに感謝しました。これからも、色々な”楽しくて、ためになる“イベン
トを開催していきたいと思っておりますので、宜しくお願いします(^^)/

新田 志摩樹 先生

第 10 回戸田音楽祭
メインコンサート

3/26
（土）

牛田智大
ピアノ・リサイタル

by 戸田市文化会館

時間

入場料

開場 18：00
開演 18：30

【全席指定】
Ｓ席 3,800 円
Ａ席 3,500 円

【1 回目】
開場 11：00 開演 11：30
【2 回目】
開場 14：00 開演 14：30

【全席指定】
1,200 円

開場 14：15
開演 15：00

会場

【全席指定】
1,500 円

出演

備考

大ホール

桂雀々
春風亭昇太
林家たい平

※未就学児入場不可
さくらパルではＳ席のみ販売

大ホール

ドリーミング
アンパンマン
ばいきんまん
ドキンちゃん

※３歳以上有料（２歳以下で座席が必
要な場合は有料）

牛田智大

※未就学児入場不可
開演後、演奏中の客席入場不可
（曲間入場、自席に着席できない場
合あり)
無料託児あり（１歳～小学校入学前
まで。定員 10 名。要申込。申込順）

大ホール

※さくらパルでは、販売状況により早めに受付を終了する場合がございます。
※イベント詳細および無料託児に関しては、戸田市文化会館（048-445-1311）まで問い合わせください。

さくらパルからのお知 らせ

新曽南多世代交流館❤さくらパル❤
路線バス（国際興業バス）

さくらパルは 1 月 5 日（火）より開館致します。

◆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

1 月の抽選予約（2016 年 4 月分）で当選された方の支払期限日は、

戸田市コミュニティバス（toco バス）

1 月 30 日（土）です。
新曽さくら川

◆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

粗大ごみ収集券を発売中です。

今年もよろ
しくね♪
〒335-0026 戸田市新曽南 3-1-5 新曽南庁舎 1、2 階

1 月の休館日

1

日 (金 )～ 3 日 (日 )＆ 4 日 (月 )・ 18 日 (月 )

【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

3

TEL：048-229-1061

【開館時間】8：30～21：30（受付時間は 9：00～19：00 です）

Ｐ】http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_top.html
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FAX：048-447-2055

