
 

 

【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 31年２月号 

平成 31年 

２月２２日 

猫の日 

   

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？ 

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) 

３月の休館日 

３月 4 日(月) 

３月 18 日(月) 

２月の休館日 

２月 ４日(月) 

２月１８日(月) 

休館日 市民ギャラリー展示品募集中 

vol.３ 
さくら商店で遊べる 
昔遊びとその歴史 

～けん玉編～ 

さくら商店で学べる 
昔遊びとその歴史 

３回目は、 

けん玉の 

ご紹介です。 

第   回 さくらパル祭り 
平成３１年３月２３日(土) 

10：00～15：00 

 
 けん玉の歴史は、動物の角に糸や紐を
結び付け、木製の球体を付けて遊ぶな
ど、古くから、世界中で親しまれていま
した。中でもフランスの「ビル・ボケ
(Billeboquet)」という玩具は、現在日本
で広く伝わっている「けん玉」の形に近
いものであると言われています。 
 大正時代になると、広島県江草濱次(え
ぐさはまじ)氏考案の「日月(にちげつ)ボ
ール」という名称のけん玉が普及し、子
どもから大人まで遊ばれています。 

 
けん玉を持ったら、まずは中央についている

お皿のような形(大皿)の部分に玉を乗せてみる
のではないでしょうか？ 
実はその遊びにも級や、技の名前がついてお
り、おもしろい技の名前もたくさんあります。      
みなさんも、挑戦してみてはいかがですか。 
 

 

6 級とめけん 

玉を垂直に 

引き上げ、 

けん先で受ける 

【参考】・公益社団法人日本けん玉協会（けん玉の歴史） 

http://kendama.or.jp/archives/history/ 

・公益社団法人日本けん玉協会（級・準初段の技） 

http://kendama.or.jp/tricks/basic_tricks/ 

平成３０年度 さくらパル自主事業 

射的・ 
輪投げ・ 
綿あめ 
販売を 

やるよ！ 

昔話ビデオ上映 

昔なつかしい 

駄菓子販売！ １Ｆ 

多目的室にて 

さくらパル利用者 

による 

「サークル発表会」 
を開催します 

https://4.bp.blogspot.com/-PnksVMUnOX0/WGCxT6pxBGI/AAAAAAABAqQ/61Jy8so7XPUltys1K7pe0aqsSeEsrdZGQCLcB/s800/omatsuri_yakisoba.png
https://4.bp.blogspot.com/-MjG9E9XClSQ/UWvSvX1NETI/AAAAAAAAQcU/KDgGBVZHdE8/s1600/frankfurt.png
https://4.bp.blogspot.com/--ZqGgRysebw/UYtw0a8r0OI/AAAAAAAARxc/zJJPB1iJyhE/s800/wanage.png
https://4.bp.blogspot.com/-UuqHLlLY9xw/VfS66zt4MUI/AAAAAAAAxV4/sXTQxWO7aVg/s800/building_dagashiya.png
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青少年の居場所（午後 4時から午後7時まで） 

２月  ６日（水）  ２月２０日（水） 

３月  ６日（水）  ３月２０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） 

夕焼けチャイム 

16:30 
(10 月 1 日～3 月 14 日) 

さくらパルへの 
アクセス 

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 

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 

◆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 

さくら商店 
第 3２回｢きびだんご｣ 

北海道銘菓としてみんなに親しまれている「きびだんご」。 

オブラートに包まれた延べ板のような形が印象的な小麦粉と

もち粉で出来たもち菓子です。 

この名前は【事が起きる前に備え、団結して助け合う】から

「起備団合」として発売されました。※１ 

昔ながらの甘いもち菓子を 

今一度、召し上がってみてはいか 

がでしょうか。   

※１天狗堂宝船ｻｲﾄ名前の由来より引用 

https://tengudou.co.jp/ 

（検索日：2019/1/5） 

1 本  ５0 円 

1 本５０円 

2/23
（土） 

2/17 
（日） 

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) 

さくらパル 

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― 

 

 

 

 

 

 

©Ayako Yamamoto    ©Satoshi Oono 

【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。 

※チケットは、完売しました。 

  第 16回 合唱団と歌おう！ 

【時 間】15:00～16:30 

【会 場】戸田市文化会館 

 1 階エントランスロビー 

【入場料】無料 

【出  演】戸田フラウェンコール 

※戸田市合唱連盟協力事業 

  
舞台芸術としてのダンステクニックを学びたい方へ！ 

舞台、テレビ、テーマパークなど、多くの場で用いられ 

ているジャズダンスを基本に本格的なテクニックが身に 

つくレッスンを体験してみませんか？ 

【日   時】３月 ９日(土)、１０日(日)、 

１６日(土)、１７日(日)、 

２３日(土)、２４日(日) 

※各日 14：00～17：00(全６回) 

※最終回(3/24)は、公開レッスン 

【募集人数】約３０名 ※応募多数は抽選 

【応募資格】小学３年生以上の市内在住・在勤・ 

在学者 ※経験不問。１８歳未満は 

保護者の同意が必要です。全日程に参 

加できる方。 

【受 講 料】全６回 8,000 円 ※保険料含む 

【会 場】戸田市文化会館５階多目的ルーム A、 

２階展示室 

【申   込】２月１７日(日)までに戸田市文化会館 

へお申込みください。 

詳細は戸田市文化会館へお問い合わせください。 

 

◆戸田市文化会館改修工事のお知らせ 
２０１９年(平成３１年)１０月から２０２０年(平

成３２年)１２月まで(予定)戸田市文化会館改修工事

を行います。工事に伴い、施設の利用ができない時期があ

りますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。詳細は戸田

市ホームページをご覧ください。 

 
 
文化会館公式ホームページ  

http://www.todacity-culturehall.jp 

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

２月といえば、１月のお正月気分も抜け、いろんなことにスタートし始める季節ではないでしょうか。 

プロ野球のキャンプインや、サッカーＪリーグ開幕など、外はまだ寒いですが、春を感じ始める２月です。 

そして、３月には、桃の節句「ひな祭り」。ひな祭りといえば「ひな人形」。 

今年はさくらパルでもひな人形を飾りました。ご来館された際には、２階まで足をお運びくださいませ。 

今月は、そんな「ひな祭り、ひな人形」についてのおはなしです。 

【参考】・オマツリジャパン(ひな祭り) 

https://omatsurijapan.com/blog/about-hinamatsuri/ 

ひな祭りは、中国から伝わったとさ

れる「五節句」のうちの一つで３月３

日を「桃の節句」とし、紙で作った人

形を川に流し、さまざまな邪気を払う

行事でありました。ひな人形を飾る

風習が始まったのは、平安時代とさ

れ、女の子の人形遊びを「ひな遊び」

と呼び、その後、桃の節句と結びつ

き、ひな遊びは、ひな人形となり、こ

の季節に飾られるようになったと言わ

れています。 

ひな祭りの始まりって？ 

ひな祭り 

ひな人形 

さくらパルからのお知らせ 
 

➤２月の抽選予約(2019 年５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。 

３月２日(土) 

➤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。 

 

https://4.bp.blogspot.com/--2_mVnbhNPY/UZRBgS9iJoI/AAAAAAAASn4/6n_y2pkWuKk/s800/setsubun_iwashi.png
https://1.bp.blogspot.com/-y3daFCAqXxI/UZRBfkzM0DI/AAAAAAAASnk/gPg7Uns_xmM/s800/setsubun_ehomaki3.png

