
 

 

【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 ３ 月号 

平成 31年 

３月１０日 

ミントの日  

４月の休館日 

４月 １日(月) 

４月１５日(月) 

３月の休館日 

３月 ４日(月) 

３月１８日(月) 

休館日 

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 
☎048-229-1061(9:00～19:00) 

市民ギャラリー展示品募集
中 

第   回 

10:35～10:50 Super Funky 
(キッズ HIP HOP ダンス)  

10:55～11:15 わくわく 3B 体操 ❀体験有 
(３Ｂ体操) 

11:20～11:30 YUKI 
(ヴァイオリン演奏) 

11:35～11:55 ウクレレクラブ・レフア 
(ウクレレ演奏) 

12:00～12:30 カイレオフラサークル 
ウル・オハナ・プチオハナ❀体験有 
(フラダンス) 

13:35～13:50 後谷太極拳 
(太極拳) 

13:55～14:25 ダンスサークル桃❀体験有 
(ジャズダンス) 

14:30～15:00 碧空❀体験有 
(社交ダンス) 

さくら商店２階入口付近 

時間 10:00～15:00 

昭和時代の駄菓子屋を再現した商店です。 

 

 

〇綿あめ    1 本 ￥５０ 

〇輪なげゲーム 1 回 ￥５０ 

〇射的ゲーム  1 回 ￥５０ 

体験ワークショップ２階会議室 
「お花紙で桜の木を咲かせよう！＆ 

丸シールアートをつくろう！」 

時間 10:00～14:00/参加費:無料 

お花紙で、施設の愛称にもなっている 

桜(さくら)の木をつくろう！ 

丸シールを使って、かわいい絵を 

完成させよう！ 

1 階エリア 多目的室 

サークル発表会 

10:30～15:00(開場:10:00) 
※観覧無料 

２階エリア ホール・会議室 

昔あそび体験＆ 

体験ワークショップ 

①会場内は飲食禁止です。 

②発表中は携帯電話・ゲーム機器など音が鳴るものは消音設定 

をお願いいたします。 

③撮影時は周りの人へのご配慮をお願いいたします。 

④プログラムの時間表記は目安ですので、進行状況により前後 

する可能性がございます。ご了承ください。 

⑤鑑賞エリアは土足でご入場いただけますが、体験会時に、ス 

テージを使用する場合は、靴を脱いでご参加ください。 

昔あそび体験２階会議室 

時間 10:00～15:00/参加費:無料 

ベーゴマ、メンコ、お手玉などの 

おもちゃを昔遊びの達人に 

教えてもらおう！ 

軽食販売 2 階会議室前 
時間 10:00～15:00 

焼きそば、おにぎり、ホットコーヒー

などを販売。 

海老名ＳＡ大人気の 

海老名メロンパンを 

数量限定で販売！ 

無くなり次第、販売終了です。 

お気軽にさくら 
パルまでお問い合
わせください♪ 

桜の開花はどうなっているの？ 
 さくらパルの愛称にもなっている桜は、建物目の前の「新曽さくら川」沿いに約 300 本植えられており、毎年 3 月下旬になるとお花見スポットになっています。昨年の

さくらパル祭りでは天候にも恵まれ、絶好のお花見日和でした！さて、今年はどうでしょうか。 

 桜は春先に満開になり、花が散った後、葉で休眠ホルモンが作られ、休眠します。そして一定の寒さに置かれると「休眠打破」が起き、開花の準備に入るそうです。 

暑さ、寒さがある日本ならではの生育ですね。 

また、桜の代表的な種類は「ソメイヨシノ」と言われていますが、カンヒザクラやヤマザクラ、ヤエザクラなど様々な品種があります。 

ぜひ、お祭りに足を運んでいただいた際には、桜の生体も感じつつ、楽しんでいただけたらと思います。職員一同、お待ちしております。 

 

https://3.bp.blogspot.com/-sTzhuQz-OdI/WUJG3w1H9DI/AAAAAAABE0k/mMVnEpXvcSAze4BhrffzN4z_YT8MTx86QCLcBGAs/s800/sweets_wataame_girl2.png
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※現在、取扱いのチケットはありません。 

戸田市文化会館からのお知らせ 
 

第１回 

ＤＡＮＣＥワークショップ 
 

 
 

全 6 回のダンスワークショップの最終日はレッスン 

を公開します。 

市民ミュージカルの振付を担当している佐々木 

有子先生による、本格的なテクニックの学べる 

ワークショップです。ジャズダンスやタップダンスに 

小学校３年生からの参加者が挑戦します！ 

どなたでもご覧いただけます。ぜひご来場ください。 
 

【時 間】14：00～17：00 

【会 場】戸田市文化会館２階展示室 

【入場料】無料 

 

戸田交響楽団 

 第６６回定期演奏会 
【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】全席自由 一般 1,000 円 

高校生以下           500 円 

     ※3 歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。 

     ※さくらパルでのチケット販売はありません。 

 
 

 

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 

青少年の居場所（午後 4時から午後7時まで） 

３月 ６日（水）  ３月２０日（水） 
４月１７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) 

1７:30 
(3 月 15 日～4 月 30 日) 

 

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 

さくらパルからのお知らせ 
 

➤３月の抽選予約(2019 年６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３０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。 

➤春休み期間、３月２７日(水)～４月７日(日)の 

 営業時間は、午前１０時～夕焼けチャイムまで 

となります。 

 

さくら商店 
第 33 回｢ポテトフライ｣ 

小麦粉とジャガイモの粉末を天

ぷらのように衣にし、油で揚げ

ています！ポテトチップスとはち

ょっと違う?!塩味が絶妙に効い

て後引くおいしさです！さくら商

店人気商品です。 

ぜひ一度ご賞味ください。 

1 袋  30 円 

 

この建物が目印！

１・２階が 

さくらパルです 

 

 

受付業務の体験や、 

さくら商店の駄菓子検品

など、初めは緊張していま

したが、徐々に緊張もほぐ

れた様子で、お客様にも

笑顔で挨拶をしていまし

た。この経験が今後につな

がっていくとうれしいなと思

います。 

4/14 
（日） 

前売中 

3/24 
（日） 

公開レッスン 

さくらパル 

いいとだスポット
(フリーWi-Fi) 
を知っていますか？ 

２月１日より、市内 20 の公共施設

で、公衆無線 LAN サービス 

「いいとだスポット」 
がスタート！ 

スマートフォン・タブレット・ 

ノートパソコンを使用して、インタ

ーネットが利用出来ます。さくらパ

ルでは２階フリースペース(会議室は

別途窓口にて申請)で使用できます。 

詳しくは、戸田市ホームページを参

照ください。 

いいとだスポット 

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) 

https://1.bp.blogspot.com/-o4R2Qkb_H_I/WerLV4dIKrI/AAAAAAABHuc/iyTyPxSLWog_8GH0qgBxUAweWx7gtT10wCLcBGAs/s800/wifi_speed_fast_l.png

