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平成 30年 

10月 27日 
～ 

11月 9日 

読書 
週間 平成 30年 10月号  

 
 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

休館日 

10 月の休館日 

10 月 1 日(月) 

10 月 15 日(月) 

10 月 29 日(月) 

11 月の休館日 

11 月 5 日(月) 

11 月 19 日(月) 

展示品募集中 

さくらパルの 
市民ギャラリーで、 
あなたの作品を 

展示してみませんか？ 

対象:戸田市在住･在勤 
費用:無料 

お気軽に 
お問い合わせください♪ 

さくらパル受付 

℡ 048-229-1061 

(9 時～19 時) 

 

きせつのおはなし 
｢読書週間｣ 

今月のきせつのおはなしは、10 月 27 日～11 
月 9 日の｢読書週間｣にちなんで、おはなし以外 
にもさくらパル図書コーナーで読むことが出来 
るおすすめの本の紹介もさせていただきます♪ 

読書週間 
この時期に書店に行くと、｢読書週間｣のポスターを見かけることが度々ありますが、そもそも｢読書週間｣

って何？という方は、少なくないかと思います。 
 
《終戦の２年後の１９４７年（昭和２２年）、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているとき、「読書の力

によって、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、出版社、取次会社、書店と公共図書館が力を合わ
せ、さらに新聞・放送のマスコミ機関の協力のもとに、第１回「読書週間」が開催されました。 
第１回の「読書週間」は１１月１７日から２３日。これは１１月１６日から１週間にわたって開かれるア

メリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」にならったものです。各地で講演会・図書に関する展示会が
開かれ、その反響は大きなものでした。「一週間では惜しい」との声を受け、現在の１０月２７日から１１
月９日（文化の日をはさんで２週間）となったのは、第２回からです。 
それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は国民的行事として定着し、日本は世界有数の「本を読む国民」

の国となりました。その一方、物質生活の豊かさに比べ精神生活の低迷が問題視されている昨今、論理的思
考の基礎となる読書の重要性は、ますます高まってきています。 
本年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりの読書への関心と、読書習慣の確立の契機となることを願っ

てやみません。》 
引用:(公社)読書推進運動協議会 http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/dokusyo/dokusyosozai.htm 
 
｢読書週間｣はこのようにはじまり、現在も引き継がれています。 
普段は本を読まないという方も、ぜひこの機会に読んでみてはいかがでしょうか？ 
素敵な 1 冊との出会いが待っているかもしれません！ 

さくらパルの 

｢図書コーナー｣ 

さくらパルの図書コーナーは、2 階 
フリースペースの一角にあります。 
市民の皆様から寄贈していただいた 
本を、こちらでお読みいただくこと 
が出来ます。(貸出不可) 

さくらパルでは、寄贈図書を随時受
け付けております。不要となった本が
あれば、ぜひさくらパルまでお持ちく
ださい。詳細は、2 階受付まで。 

下町ロケット 池井戸潤 著 

ロケット技術の夢を諦め、家業の町工場｢佃
製作所｣を継いだ佃航平。 
佃製作所を襲う危機に佃航平を中心とする

面々が、毅然と立ち向かいます。 
小さな町工場の夢と希望、ロマン溢れる物語

です。 

2011 年 直木賞受賞作品です！ 

南極のペンギン 高倉健 著 

2014 年にお亡くなりになった、俳優高倉健
さんが、生前に映画などの撮影で、全国各地を
訪れた際に出会った人達との、触れ合いや会話
の中で感じた事を綴ったエッセイ集です。 

文章の合間に添えられている 
本の雰囲気にぴったりな 
イラストも見どころです♪ 

さくらパルの 

図書コーナーおすすめ書籍♪ 

【開催日時】 

平成 30 年 11 月 10 日（土） 
10：00～12：00（受付開始 9：30） 

【会 場】戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル)2 階 会議室 

【申込期間】平成 30 年 10 月 2 日(火)10:00～10 月 23 日(火)19:00 

【申込方法】さくらパル受付、電話、FAX、E-Mail 
※申込開始時のみ、来館者優先となります。 
※申込詳細は、さくらパル HP またはチラシをご覧ください。 

【受 講 料】1 名 1,000 円(材料費、保険料含む) 
※返金は出来ませんので、予めご了承ください。 

【対象/定員】戸田市在住の 65 歳以上の方/30 名(先着順) 

平成 30 年さくらパル自主事業 

～オリジナルだるまで新年の願掛けをしませんか～ 

中村
なかむら

 浩
ひろ

訳
のぶ

 先生 
・日本郷土玩具の会 
・全日本だるま研究会 

会長 

日本の伝統工芸｢だるま｣ 
だるまの歴史を学びながら、 

世界に 1 つの 

｢だるま｣を作ることができます。 

 

皆様に 

絵付け体験をしていただくのは 

高さ 12 ㎝の高崎だるまです。 

お楽しみに！ 

 
ご参加 

お待ちしております！ 

皆さんは、 

サークルメンバー募集掲示板 

をご存知ですか？ 

｢サークルメンバー募集掲示板｣

とは、さくらパル 2 階ラウンジ内

にある掲示板のことです。 

現在、さくらパルで活動してい

る、サークルの情報が、掲示して

あります！ 

活動内容は、ダンスから語学勉

強まで様々です。 

｢新しい趣味が欲しい｣、｢活動を

通じてお友達を増やしたい｣とい

う方は、ぜひ一度こちらの掲示板

をご覧になってみてくださいね♪ 

※サークルに関しての全ての情報は、掲示板に掲載されて 

いる各サークルの代表連絡先へお問い合わせください。 

掲示申込みも引き続き受付中です！ 

対 象:現在さくらパルで活動中のサークル 
掲示期間:平成 31 年 3 月 31 日(日)まで 
申込方法:申込書(※)に必要事項を記入し、2 階受付に提出 
※1 階入口横掲示板、2 階サークルメンバー募集掲示板にございます。 

 

詳細は、申込書またはさくらパル 2 階受付までお問い合わせください。 
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     文化会館文化推進プロジェクト 市民ミュージカル 

愛のリサイクルショップ 
―サクラソウの咲く町で２― 

【時 間】①開場 12:30開演 13:00 

②開場 16:00開演 16:30 

【会 場】戸田市文化会館 大ホール 

【入場料】全席自由 一般    1,000円 

 高校生以下 500円 

  しまじろうコンサート 

｢たんけん！うみのワンダーランド｣ 
 
 
 
 
 

 

 

【時 間】①開場 10:30開演 11:00 

②開場 13:30開演 14:00 

【会 場】戸田市文化会館 大ホール 

【入場料】全席指定 3,120円 
※3歳以上有料。 

2歳以下のお子さまは、保護者 1名につき 
1名まで膝上鑑賞無料。 
(ただし、座席が必要な場合は有料) 

【前売開始日】11月 17日(土)10:00~ 

 Toda Music  
Wonderland Concert 
【時 間】開場 13:30開演 14:00 

【会 場】戸田市文化会館 大ホール 

【入場料】全席自由 一般     2,000円 

 高校生以下 1,000円 

※3歳未満のお子さまのご入場は下記へご相談ください。 

℡ 090-2178-7413 

(Toda Music Wonderland) 

【前売開始日】11月 3日(土･祝)10:00~ 

第 13回戸田音楽祭メインコンサート 

～いつも音楽を身近に～ 

村治佳織＆村治奏一 

             ギター・デュオコンサート 

―姉弟で織りなす安らぎの音色― 
【時 間】開場 13:15開演 14:00 

【会 場】戸田市文化会館 大ホール 

【入場料】全席指定 一般     2,000円 

 高校生以下 1,000円 

※この公演は、戸田音楽祭の趣旨に基づき、 
上質な音楽を低廉な料金でご鑑賞いただ 
けます。 

※3歳未満のお子さまのご入場はご遠慮くださ 
い。 

※無料託児あり(1歳～小学校入学前まで。 
要事前申込。先着 10名様まで。) 

※開演後、演奏中の客席入場不可。 

【前売開始日】10月 20日(土)10:00~ 

 

※さくらパルでは、チケットの販売枚数に限りがあります。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ので、あらかじめ 
ご了承ください。 

※戸田市文化会館友の会対象事業のチケット購入時の特典 
は、文化会館販売のみとなります。 

公式ホームページ  
http://www.todacity-culturehall.jp 

 
Facebookページ 
http://www.todacity-culturehall.jp/facebook.html 

おやつにも、お酒のおつまみにも 
ピッタリな駄菓子です。 

｢甘イカ太郎｣という名前ですが、 
実は魚のすり身で出来ているのは、 
皆さんご存知だったでしょうか？ 

甘くて濃厚なタレの味が 
美味。 

大人も子供もハマること 
間違いなし！ 

・キムチ味・メンタイ風味 各 20 円 

 
 

 

青少年の居場所（午後 4時から午後 7時まで） 

10 月  3 日（水） 10 月 17 日（水） 
11 月  7 日（水） 11 月 21 日（水） 

【場所】さくらパル 2 階 和室 
【対象】小学生から高校生まで 

※小学生は夕焼けチャイムまでとなります。 

詳しくは、戸田市こども青少年部 児童青少年課 青少年担当へ 

（✆048-441-1800 内線 669） 

さくら商店 
第 28回｢甘イカ太郎｣ 

路線バス(国際興業バス) 

▸戸 52(戸田公園～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 

▸南西循環｢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 

 

戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル) 

〒335-0026 戸田市新曽南 3-1-5 新曽南庁舎 1･2 階 TEL 048-229-1061(9:00～19:00)FAX 048-447-2055 

【開 館 時 間】8:30～21:30(受付 9:00～19:00) 

【休 館 日】毎月第 1･3･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ございます。 

【ホームページ】http://www.todacity-culturehall/sakurapal-top.html 

12/9 
（日） 

前売中 

1/19 
（土） 

平成 31 年 

友 の 会 

対象事業 

2/3 
（日） 

平成 31 年 

友 の 会 

対象事業 

2/17 
（日） 

平成 31 年 

イベント詳細に関しては、戸田市文化会館まで 
お問い合わせください。(048-445-1311) 

平成 30 年度さくらパル自主事業 

～「お正月」の食材で健やかに冬を過ごしましょう！～ 

平成 30 年 12 月８日(土) 
10:30～12:30(受付時間 10:00) 

会   場:戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル) 2 階 会議室 

申込期間:平成 30 年 11 月 6 日(火)10:00～12 月 1 日(土)19:00 

申込方法:さくらパル受付、電話、FAX、E-mail 

※申込開始時のみ、さくらパル受付優先となります。 

※申込詳細は、さくらパル HP またはチラシをご覧ください。 

受 講 料:1 名 1,000 円(保険料、薬膳料理のプチ試食とレシピを含む) 

※返金は出来ませんので、予めご了承ください。 

対象/定員:戸田市在住･在勤の方/40 名(先着順) 

※本講座内容は、変更となる場合がございます。 

本講座では、中医薬膳学に基づいた食事方法や、おいしいレシピを紹介し、 

これから迎える「お正月」、「冬」を健やかに過ごすことを目指します。 

霜崎 ひろみ先生 
❀国際薬膳師 

❀国際薬膳調理師 

❀上級望診法指導士 

さくらパルからのお知らせ 
 

➤下記の日程は臨時休館日となります。 

12 月 15 日(土)、12 月 16 日(日) 

➤10 月の抽選予約(2019 年 1 月分)で当選された 

方の支払期限日は下記の日付となります。 

10 月 30 日(火) 

➤粗大ゴミ収集券を販売中です。(1 枚 400 円) 

➤さくら商店の営業時間 

平 日  14:00～夕焼けチャイム 

土日祝日 10:00～夕焼けチャイム 

※さくらパル休館日･臨時休館日はお休みです。 

 

夕焼けチャイム 

16:30 
(10月 1日～3月 14日) 


