
  

【発行】戸田市新曽南多世代交流館✿さくらパル 

    公益財団法人 戸田市文化スポーツ財団

平成 30年 12月号 

平成 30年 

12月 1日 

映画の日 
 

 

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？ 

 

今月号は、裏面に詳細が載っていますので、 

是非ご覧になってみてくださいね♪ 

お申し込み、お待ちしております！ 

さくらパルの 

休館日 

1 月の休館日 

1 月 7 日(月) 
1 月 21 日(月) 
 

12 月の休館日 

12 月 3 日(月) 
12 月 17 日(月) 

 
毎月第 1･3･5月曜日が休館日です。 

(祝日を除く) 

臨時休館日の 

お知らせ 

展示品 

募集中 12 月 15 日(土) 
12 月 16 日(日) 

電気設備点検の為 

平成 30 年 12 月 29 日(土)～ 
平成 31 年  1 月 3 日(木) 

年末年始休館日 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

きせつのおはなし 
｢年越しそば｣ 

師走を迎え、慌ただしい時期がやってきました。 

12 月は、クリスマスや忘年会など忙しい中にも楽しいイベントが盛り沢山！ 

そして、クリスマスのチキンやケーキ、忘年会でも様々な料理にお酒と、美味しいものを食べる機会も多いかと思います。 

その中でも、やはり日本に住んでいるのなら、これを食べないと 1 年を締めくくれない！という料理がありますよね。 

そうです、｢年越しそば｣です。今月は、心も身体もほっこり温めてくれる｢年越しそば｣についてのおはなしです。 

年越しそばのはじまり 
 

年越しそばの文化は江戸時代中頃に、広まったそうです。 

元々は、｢三十日そば(みそかそば)｣という、月末の日に、商 

家の奉公人へねぎらいの意を込めて振る舞われるそばのことで 

した。 

それが、庶民の間で広まり、1 年の締めくくりの日、大晦日 

に食べられるようになったのが、年越しそばのはじまりと言わ 

れています。 

年越しそばを食べる意味 

年越しそばを食べる意味合いは様々な説がありますが、今回 

は代表的な 2 つの説をご紹介いたします。 

★細く長いそばの麺は、長寿や人との縁を末永く続かせる。 

★ぷちっと切れやすいそばを食べることで、1 年間の苦労などを 

落とし、また新しい 1 年を迎えられるようにという願掛け。 

2 つ目を見ると、麺類でもそばというところに意味があるよう 

に感じますね。 

 

そばには、タンパク質・ビタミン B群・ルチンが多く 

含まれているそうです。 

3つ目のルチンは、毛細血管の働きを強固にし、 

血流をなだらかにしてくれるもの。 

そば湯まで飲むことで、効率よく摂取出来ます♪ 
 

晦日とは、月末の日のことを指します。 
また 1年を締めくくる日として、12/31だけは 

大晦日と呼ばれているそうです。 
※地域によって呼び方が異なる場合があります。 

 

晦日
み そ か

 

地方によって違う！年越しそばのいろいろ 

現在では、｢年越しそば｣の名称が一般的になっていますが、かつては 

地域ごとに様々な呼び方をされていたようです。 

◆三十日そば(みそかそば)…東京 

◆つごもりそば     …大阪や京都 

◆暮れそば       …岡山県上道郡 

上記以外にも｢運気そば｣｢福そば｣など、様々な名称がありました。 

また、そばの上に乗せる具にも地域ごとの特色が見えました！ 

◆ニシンを乗せ、薄口に仕上げた京都のニシンそば 

◆沢山の具がまるでおかめの顔のように見える関東のおかめそば 

◆大根おろしが乗せられた福井の越前そば 

名称や具は違えども、各地域で昔から｢年越しそば｣の文化は根付いて 

いたのですね。 

皆さんのご家庭の年越しそばは、どういった年越しそばですか？ 

今年の年越しそばは、食べたことのない具に是非トライしてみてはい 

かがでしょうか？ 

◆年越しそば｜そばの散歩道 

https://www.nichimen.or.jp/know/zatsugaku/21/ 

◆そば粉に含まれる栄養素 

http://www.obinata.co.jp/shop/fan_contents_04.html 

【参考】 

平成 30 年度さくらパル自主事業 

だるまの  付け体験ワークショップ

だるま豆知識 

｢高崎だるま｣ 

高崎だるまは、豊岡村で作られ始め、

200 年以上の歴史を持つと言われてい

ます。 

ころんとした丸いフォルム、お顔の

墨(眉毛と髭)の部分に鶴亀を表した模

様が入っているのが特徴です。 

講師 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 

11 月 10 日(土)、さくらパル会議室で｢だるまの絵付け体験ワークショップ｣
を開催いたしました。 

この事業は、戸田市在住の 65 歳以上の方を対象に募集をし、真っ白な高崎
だるまに思い思いの色や、顔を絵付けしていく内容でした。 

講師には、日本郷土玩具の会・全日本だるま研究会会長の中村 浩訳先生を
お招きし、だるまの歴史や成り立ちなどの講義を聞きながら、絵付けをしま
した。 

 
今月号では、当日の絵付け風景をご紹介いたします。 
また、現在さくらパル 1 階 音楽練習室前には、今事業の更に詳しい開催

報告も展示中です。 
職員が絵付けを施しただるまも同時展示中です！ 
お近くにお立ち寄りの際は、是非さくらパルへ足を運んでみてくださいね。 

①だるまの体に色づけ 

ポスターカラーを使用して、だ
るまの体に色付けをしました。 

ベーシックな赤が 1 番人気でし
たが、緑や黄色にする方も♪ 

②だるまのおはなし 

だるまを乾燥させている間
に、だるまの歴史や郷土玩具に
ついての話を聞きました。 

だるま 1 つとっても、様々な
種類があり、メモを取るなど、
皆さん真剣に耳を傾けていまし
た。 

③だるまの顔の絵付け 

だるまの顔の絵付けは、とても
難しく難攻されていましたが、先
生も手助けしてくださり、皆さん
満足いく顔が描けたようです。 

④完成 

完成後は、皆さんのだるまを 1 列に並べ
て品評会を開催しました！ 

個性的な作品がずらりと並び、圧巻。 
素敵な作品ばかりでした！ 
紙面のスペースの関係上、全てをお見せ

出来ないのが残念です…。 
完成しただるまが見たい！という方は、 

さくらパル 1 階の開催報告を展示中です。 
是非見に来てくださいね。 

沢山のご参加、 
ありがとう 

ございました！ 



  

青少年の居場所（午後 4時から午後 7時まで） 

2018 年 12月 15 日（水）12月 19 日（水） 
2019 年 21 月 9 日（水） 1月 16 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） 

さくらパル通信第 51号 
 

【発行】戸田市新曽南多世代交流館✿さくらパル 

    公益財団法人 戸田市文化スポーツ財団 
 

戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル) 

今年も、さくらパルをご利用いただき、また、

さくらパル通信をご愛読いただき、ありがとう

ございました！ 

来年も、沢山の方にご来館していただけるよ

う、職員一同努めてまいりますので、さくらパ

ルをよろしくお願いいたします。 

よいお年をお迎えください。 

さくらパル 

 

 

※写真はイメージです。 

〒335-0026 戸田市新曽南 3-1-5 新曽南庁舎 1･2 階 

048-229-1061 (9:00～19:00) 

048-447-2055 

sakurapal＠todacity-culturehall.jp 

8:30～21:30 (受付開始 9:00～19:00) 

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。 

http://www.todacity-culturehall/sakurapal-top.html 

所 在 地 

電 話 

F A X 

E - m a i l 

開 館 時 間 

休 館 日 

ホームページ 

さくらパル 

さくらパルへの 

アクセス 

◆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 

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) 

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) 

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 

 

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)

 
 

 

12/9 
（日） 

前売中 

さくらパルからのお知らせ 

臨時休館日 

下記の日程は電気施設備点検などのため、臨時休館となります。 

12月 15日(土)、12月 16日(日) 

3 月分の抽選予約支払期限日 

12 月の抽選予約(2019 年 3 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。 

12月 28日(金) 19:00 
※12 月 29 日(土)～休館日となる為、通常よりも支払期限が短くなります。 

お気を付けください。 

粗大ゴミ収集券 

1枚 400円 /さくらパル 2 階受付にて販売中 

さくら商店の営業時間 

平日     14:00～夕焼けチャイム(16:30) 

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。 

※夕焼けチャイムは、季節により時間が異なります。 

10 月 1 日～3 月 14 日の期間は、16:30 です。 

※冬休み期間中(12 月 22 日(土)～1 月 6 日(日))は、 

10:00 より開店いたします。 

2/17 
（日） 

平成 31 年 

前売中 

市民ギャラリーを使ってみよう！ 

さくらパル 1 階には、音楽練習室や多目的室の他に、｢市民ギャラリー｣というスペースがあるのをご存知でしょうか？ 

多目的室前の壁面が、作品展示スペースとなっており、絵画や写真などを飾ることが出来ます。 

また、壁掛けが難しい作品につきましても、大型ガラスケースで展示が可能です。 

皆さまも、さくらパル市民ギャラリーで小さな個展を開いてみませんか？ 

対 象 戸田市在住･在勤の方 

展示内容 絵画･書･写真など。 

上記以外の作品も大歓迎♪ 

費 用 無料 

展示期間 最大 14 日間 

利用方法 さくらパル受付にて申込。 

ご利用時の注意事項 

・壁掛け展示をご希望の方 

ピクチャーレールは、備え付けの物をご利用 

いただけますが、額などをご利用される場合 

は、ご持参ください。 

・展示作品につきましては、管理上の責任は負 

えませんので、予めご了承ください。 

皆様の作品、お待ちしております！ 

さくら商店 

駄菓子の 

詰め合わせ 

について 

さくらパル 2 階のさくら商店では、｢駄菓子の詰め合わせ｣販売を行っています。 

☆100 円(税込)～の詰め合わせを 10 袋以上で、注文可！ 

※ラッピング無料。 

※予算、商品選びなど、お気軽にご相談ください♪ 

☆納品の目安として、30袋までの注文で2週間の期間をいただいています。 

それ以上の大量注文は、お早めにご相談ください。 

これからの季節、クリスマス会や年末年始の集まりなどにいかがでしょうか？ 

昔懐かしい駄菓子は、大人にも子どもにも、喜ばれること間違いなしですね。 

さくら商店 
第30回｢ぐるぐるツイスト ましゅろ～｣ 

さくら商店の駄菓子の中でも不動の人気を誇る｢マシュマ 

ロ｣系の商品。 

この中でも、群を抜いて女子人気が高い商品が、この｢ぐ 

るぐるツイスト ましゅろ～｣です。 

マシュマロ特有のふわふわな見た目と食感、パステルカラ 

ーの可愛らしいカラーリング、そして甘い味と香りが、五位 

一体となり、味覚、嗅覚、視覚を刺激します！ 

1 個 10 円というのも、魅力の 1 つ♪ 

ふわふわで可愛いマスコットキャラク 

ターのパッケージが目印です。 

 

1 個 10 円 

1/19 
（土） 

平成 31 年 

友 の 会 

対象事業 

前売中 

2/3 
（日） 

平成 31 年 

友 の 会 

対象事業 

前売中 


