8 回目の今回は「昼間の和室の利用方法」についてです。

今月の・・・
「教えて！
さくらパル」

【発行】
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3 月末の桜の時期には、窓から新曽さくら川沿いの満開の桜を見ることも
できます。この時間内はどなたでも自由にご利用いただけますが、フリース
ペース時は飲食できませんのでご協力をお願い致します。

❀戸田市新曽南多世代交流館❀
さくらパル

2016 年 3 月

有料貸室の和室は 8：30～16：00 まではフリースペースとなっています。

なお、和室には長テーブルや座布団の用意もございます。また、囲碁・
将棋の貸し出しも行っております(^^)
※フリースペース時にご利用希望の方は、2 階の総合受付へお申し出ください。
※16：00 以降の予約に関しては、戸田市公共施設予約システムにてお申し込みください。

3 月 26 日(土)2 階旧図書コーナーに“昭和レトロ館”がオープンします。それに伴い“駄菓子”の販売が始まります。
“駄菓子”・・・だれもが食べたことのある、そして、懐かしい昭和のお菓子。今回は、駄菓子の由来をちょっと辿ってみましょう。

み

なさんは、駄菓子というと何を一番に思い出しますか？ラムネ、酢昆布、麩菓子、きなこ飴、ソースせんべい、ぽん菓
子、ベッコー飴にサイコロキャラメルと名前を挙げたらきりがありません（笑）どれもこれも懐かしいものばかりですね♪
しかし、「駄菓子」=「体に悪い」というイメージがあることも確かです。添加物の問題だったり、ご飯も食べずに駄菓子

【今月のＱ＆Ａ】
Q1．貸室で無料利用できる備品はどのようなものがありますか？

ばかり食べていたのでは確かに体にはよくないですよね。

A1．机、椅子、ホワイトボード、延長コード、簡易ステージ、演台、コートハンガー、スリッパ、長テーブル、座布
団、譜面台、メトロノームです。ご利用の際には、必ず受付にお申し出ください。

もともと駄菓子とは、雑穀や水あめを練り、庶民の間食に用いられてきました。安い値段で食べられることから、初めは一文菓子
と呼ばれていたそうです。そして、1711～1715 年頃から上菓子という高級菓子と対称的な意味で「駄菓子」と名づけられました。

Q2．次回の貸室利用時に椅子と机を使用したいのですが、備品の予約はできますか？

当時、高級菓子に使われるような砂糖は貴重だったため、駄菓子に使われる材料は黒砂糖やザラメなどだったそうです。

駄

※駄菓子ノート「駄菓子の歴史」：http://www.dagashinoot.com/episode/history.html#1

A2．無料備品に関しての御予約はお受けしておりません。利用時にお申し出ください。
※無料備品は数が限られており、使用の希望に応えられない場合があります。ご了承ください。

菓子というと「子どものおやつ」と思いがちですが、最近は色々と進化しているようです。その一つが “大人向け駄菓

さくらパル

子”。どれもターゲットは私たち大人です。生産量が少なく希少性が高いとされているピーナッツやモッツァレラチーズ、カ
マンベールチーズなどを使い高級感を出したり、大きさも従来の物より大きいなど、ちょっと贅沢なものとなっています♪

また、一部の駄菓子はオリジナルパッケージを作ることもできます。自分の好きな写真やイラストを使って簡単に楽しく作成でき、
結婚式や誕生日などのプチギフトにする方が増えているようです(^^)
そして、駄菓子の出来上がっていく様子を見たり、作りたてを食べることもできる施設もあります。こうなってくると、もう「駄菓子」と
は呼べないような気がしますね。
ところで、みなさんは、「ラムネ」が疲れや二日酔いに効くといわれていることをご存知ですか？この場合の「ラムネ」は飲む「ラムネ」
ではなく、駄菓子の食べる「ラムネ」です。実は、「ラムネ」には脳のエネルギーとなるブドウ糖が豊富に含まれているのです。ラムネ菓
子は、基本的に「ブドウ糖」でできています。脳の活性化にはブドウ糖が欠かせないそうです。長距離運転で疲れたとき、朝目覚め

さくらパルでは、今年の 4 月から月 2 回、子どもたちが放課後に安心して過ごすことができる「青少年
の居場所」が始まります♪対象年齢は小学校 1 年生から高校 3 年生まで。「青少年の居場所」は、
おしゃべりや宿題をするなど仲間と楽しく過ごすことができる憩いの場です。トランプ、ＵＮＯなどの遊び
道具も、無料で貸し出しします♪
そして、「青少年の居場所」には子どもたちと一緒に遊んだり、見守りをしてくれる専属スタッフがいる
ので安心です！！ 是非、遊びに来てください(^^)/

たとき、デスクワークや勉強で頭を使って疲れたとき、ランチ後の眠気覚ましに効力を発揮します。

あそびに
きてね♪

そして、なぜ二日酔いの朝にラムネを食べるといいのかというと、なんでも「ブドウ糖」にはアルコー
ルを分解する働きがあるんだとか。飲み過ぎた時の二日酔いは、ブドウ糖の不足も一因のようで、
このことから二日酔いの朝にラムネ菓子を食べると、早く治ると言われているそうです。
因みにラムネには、砂糖（白糖）やでんぷんなどが使われているものもあります。原材料名の

さくら商店

表示は、多く含まれているもの順で書かれているので、ブドウ糖の効能を得るためなら、一番最初
に「ブドウ糖」と書かれているものを選ぶと良いそうです。

青少年
の
居場所

場所：さくらパル 2 階 和室

小学生は、
夕やけチャイ
ムまでだよ♪

時間：16：00～19：00
日程：4 月 6 日(水)、20 日(水)
5 月 11 日(水)、18 日(水)

※Ｌｏｃａｒｉ：https://locari.jp/posts/22826?utm_content=content-categorised
※ｓｅｌｆ ｄｏｃｔｏｒ．ｎｅｔ：http://news.selfdoctor.net/2015/04/08/4103/

今後の日程は、毎月“さくらパルからのお知らせ”に掲載していきますので、ご確認ください。詳しくは下記へ問い合わせください。

✽3 月の休館日✽

7 日（月）

※21 日(月)は祝日のため、開館しています♪
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問い合わせ：戸田市こども青少年部 児童青少年課 青少年担当
電

話：048-441-1800 内線 669

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/253/jidoseisyonen-ibasho.html

2

平成２7 年度 戸田市新曽南多世代交流館 自主事業

「さくらパル」
からの
お願い!!

昭和レトロ館オープン記念

「さくらパルで昭和を体験しよう！」
～さくらの名所でお花見＆散歩 さくらパルへ遊びにきませんか～

「さくらパル」
からの
お知らせ

気象庁の発表では、2016 年のさくらの開花予想日【東京】は 3 月 23 日で、

さて、新曽南多世代交流館（さくらパル）のさくら川から菖蒲川周辺は、
市内の桜の名所です。

「さくらパル」
おすすめの 1 冊
-絵本編-

一週間の真ん中の水曜日、今日は月に一度のお買物の日です。
バムとケロは友達の車に乗って市場に買い物に出かけます。

色がとってもカラフルで絵を見ているだけで楽しくなっちゃう絵本です♪バムとケロの持ち物や、メインキャラクター
以外のお話がページのあちらこちらで繰り広げられていて、大人も子供も楽しめる 1 冊です。
2 階キッズルーム内の絵本コーナーにありますので是非、読みに来てください(^^)/

―駄菓子の販売もあるよ―

さくらパルプレイガイド

昭和の駄菓子屋さんを再現します。

前売中

◆昔の遊び体験

by 戸田市文化会館

第 10 回戸田音楽祭メインコンサート

※さくらパルでは、販売状況により

牛田智大 ピアノ・リサイタル

早めに受付を終了する場合がござ

日 時：3 月 26 日（土） 開場 14：15 開演 15：00
出 演：牛田智大
会 場：大ホール
入場料：【全席指定】 1,500 円

―名人と遊ぼう！―

―初めて見る人も懐かしい人も―

市民の方から寄贈いただいた絵本で、カナダ在住の島田ゆかさんの「バムと
ケロシリーズ」の一つです。

れも欲しくなっちゃいます。そして、最後にケロが買ったものは・・・。

◆昭和レトロ館ＯＰＥＮ

◆紙芝居やさん

≪文溪堂≫

市場では色々なものがたくさん売っていて、バムたちは、あれもこ

お花見＆散歩を兼ねて、さくらパルの昭和レトロ館へ遊びに来ませんか？

ベーゴマ、メンコ、お手玉、けん玉など、昔の遊びを体験しよう。

3 月の抽選予約(2016 年 6 月分)で当選された方の支払期限日は、3 月 30 日(水)
です。
仮予約の支払期限日が休館日にあたる場合は、その前日の 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。
粗大ごみ収集券を発売中です。

☀バムとケロのおかいもの☀

満開予想日【東京】は 3 月 29 日です。
でも、気候により変動しますよね (*^。^*)

毎月 16 日に 3 か月先の抽選結果が発表され、当選したものが仮予約として確定します。
仮予約が確定後、重複当選による使用しない施設は、お客様自身にて早めのキャンセルを行って
ください。お申し出いただければ、受付でも対応させていただきますが、その際には依頼書の記入
が必要となります。
さくらパルの施設を多くの方にご利用いただくため、皆様のご協力をお願い致します。

※未就学児入場不可 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）
Ｃ Ayako Yamamoto 衣装提供：株式会社オンワード樫山
○
※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)

います。
※イベント詳細及び無料託児に
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。

新曽南多世代交流館❤さくらパル❤

自転車の紙芝居やさんがいるよ。

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

入場無料

◆川５２（川口駅西口～下笹目）「浅間橋」停留所下車３分

※駄菓子販売は有料です。

戸田市コミュニティバス（toco バス）

開催日時/平成 28 年 3 月 26 日（土）・3 月 27 日（日）
9 時から 17 時 30 分（夕焼けチャイム）まで
場所/戸田市新曽南多世代交流館（さくらパル）
２階・フリースペース

◆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

新曽さくら川

◆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

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

