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平成 30年 11月号 
平成 30年 

11月 15日 

七五三の日 

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 

プチ試食のメニュー 

①海老餃子 

②黒豆のカナッペまたは 

黒豆のディップ 

③昆布とツナの炒め物 

④なますのポテトサラダ 

※写真はイメージです。 

※試食品は、当日変更になる場合が 

ございます。 

 

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！～ 

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。 

プチ試食メニュー 

❀海老餃子❀昆布とツナの炒め物 

❀黒豆のカナッペまたは黒豆のディップ 

❀なますのポテトサラダ 

❀薬膳茶 3 種 

※写真はイメージです。 

※試食品は、当日変更になる場合がございます。 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

平成 30 年 9 月 29 日(土)、さくらパル多目的室では、｢親子ヨガ 
＆赤ちゃんアート～お子様と初めての運動を楽しもう！～｣が開催 
されました！ 
この事業は、｢戸田市在住の親子のペア｣を対象にしたもので、近 

年注目が集まっている親子で取り組むヨガと、季節にあったテーマ 
の装飾を施した背景にお子様を寝かせ、写真におさめる赤ちゃんア 
ートを一度に体験していただく内容でした。 
皆さん、お子様の年齢も近いので、お互い気を使わずアットホー

ムな雰囲気の中、リラックスしながらヨガや撮影を楽しんでいただ
きました。 

臨時休館日 

12 月 15 日(土) 

12 月 16 日(日) 

 

年末年始の休館日 

平成 30 年12 月 29 日(土)～ 

平成 31 年   1 月 3 日(木) 

 

12月の臨時休館日のおしらせ 

12 月の休館日 

12 月 3 日(月) 

12 月 17 日(月) 

11 月の休館日 

11 月 5 日(月) 

11 月 19 日(月) 

休館日 市民ギャラリー展示品募集中 

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･在勤の方 費用:無料 

お気軽にさくらパルまでお問い合わせください♪ 

☎048-229-1061(9:00～19:00) 

平成 30年 
9月 29日 

(土) 
平成 30年度さくらパル自主事業 

親子ヨガ＆赤ちゃんアート 
～お子様と初めての運動を楽しもう！～ 

 

滝澤 理絵 先生 

リズムベビー＆ママヨガ 

ハピベビアート 

インストラクター 

 

ご参加 

ありがとう 

ございました！ 

赤ちゃんアート 
お子様の現在(いま)を、可愛い背景と一緒に記念

に残して、思い出を増やしました♪ 

今回、ご用意した背景は｢ハロウィン｣｢運動会｣！ 

まだまだ、ポーズをとっての撮影は難しい年齢ですが、

笑っている顔、泣いている顔、中にはお昼寝をし始める子

もいたり、この時期だからこその可愛いショットが連発！ 

皆さん、とっても可愛く写っています♪ 

各写真に写っている、月齢の数字は、おむつで作成して

います。 

お家でも簡単に出来ますので、お誕生日などの節目節目

に、記念として撮影しても良いですね！ 

親子ヨガは、お子様と体験出来るやさしい動き

が特徴です。 

ママが一人で出来る動きもあれば、親子で合わ

せて行う動きもあります。 

絵本に合わせて、親子で体を沿い合わせたり、

歌を皆で歌いながら行うため、皆さんとても楽し

そうにされていたのが、印象的でした♪ 

 

親子ヨガ 
大切なことは、呼吸と姿勢。 

ゆっくり大きく体を動かしてリフレッシュ！ 

皆でやると楽しいね♪ 

10:30～12:30(受付時間 10:00) 

会 場 戸田市新曽南多世代交流館 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 

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

対象･定員 戸田市在住、在勤の方・40 名(先着順) 

～詳細は、さくらパル HP もしくは、チラシをご覧ください。～ 



さくらパル通信第 50号 
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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】青組 開場 12:30開演 13:00 

白組 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。 
 

※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 

 

５０年以上前から親しまれている駄菓子です。 

ソース、梅ジャム、黒みつの小袋付き。 

味のバリエーションが広がります。 
 

もちろん、そのまま食べ 

てもとっても美味しいで 

すよ！ 

1 袋 100 円 
 

 
 

 

青少年の居場所（午後 4時から午後 7時まで） 

11 月  7 日（水） 11 月 21 日（水） 
12 月  5 日（水） 12 月 19 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 29回｢花丸せんべい｣ 

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 

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) 

夕焼けチャイム 

16:30 
(10月1日～3月14日) 

さくらパルからのお知らせ 
 

➤下記の日程は、電気設備点検のため臨時休館となり 

ます。 

12 月 15 日(土)、12 月 16 日(日) 

➤11月の抽選予約(2019年 2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。 

11 月 30 日(金) 

➤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。 

 

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 

きせつのおはなし 
｢七五三｣ 

すっかり肌寒くなり、日が暮れるのも早くなってきました。 

本格的な冬はすぐそこまできているようです。 

11 月は、街の様々な所で華やかな着物や袴に身を包んだ子ども達の姿が目にとま 

ります。 

｢七五三｣のお祝い、お参りをしているのですね。 

今月は、｢七五三｣についておはなししていきます。 

七五三のはじまり 

現在と違い、医療がまだ発展してなかった頃、生まれたばかりの小さな子ども達 

は栄養不足や衛生環境の悪さから、流行病などに弱く、歳を重ねていくことが大変 

困難だったそうです。 

そのため平安時代の中頃から、そんな子ども達への健康祈願や成長の祝いのため 

に下記のような儀礼が誕生し、徐々に現在の七五三の形へと変化していきました。 

3歳【髪置きの儀】 

平安時代、3 歳までは男女問わず大半の子どもは、髪を剃っており、3 歳の誕生日から髪を

伸ばし始めました。この節目を祝う儀礼として始まりました。 

5歳【袴 儀】 

男児が初めて袴を身につけ始めるための儀礼。平安時代は、女児も袴を着用しており、男

女共に行う儀礼だったようですが、時代の流れと共に男児だけのものとなったそうです。 

7歳【帯解きの儀】 

子ども用の細い紐帯から、大人と同じ幅の広い帯へと変えるための儀。不安定だった魂を

帯で繋ぎとめるといった意味もあったようです。 

ここから、関東地方を中心に徐々にこの 3 つの儀礼を総称した七五三の風習が広

まっていったのだそうです。 

なぜ、七五三には 
千歳飴なんだろう？ 

千歳飴の始まりも諸説あるようですが、浅

草・浅草寺の近くで飴売りをしていた七兵衛とい 

う男が、売り始めたのが最初という説が有力のよう

です。 

千歳飴の名や、細く長い独特の形状には｢千年生

きられるように(長生き出来ますように)｣という気

持ちが込められており、江戸時代には千歳飴を持

ち、七五三詣でをする子どもたちの写真の記録も残

っているようです。 

砂糖を原料とした千歳飴は、甘いものが少なかっ

た時代大変喜ばれたのだそうです。 

【参考】wikipedia｢七五三｣ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/七五三 

2/17 
（日） 

平成 31 年 

前売中 


