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令和元年 

１２月７日 
クリスマス 
ツリーの日 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

１２月の休館日 

１２月 ２日(月) 

１２月１６日(月) 

休館日 市民ギャラリー展示品募集中 

１月の休館日 

１月 ６日(月)  

１月２０日(月) 

 

12 月に入ると、街にはクリスマスソングが 

流れ始めますね。 

「真っ赤なお鼻の～♪トナカイさんは～♪」 

 この歌、アメリカの童話から生まれた歌と知ってい

ましたか？それは音楽関係者でもない、ある家族から

生まれた歌なのです。今月のきせつのおはなしは、クリ

スマスソング『赤鼻のトナカイ』についてです。 

お気軽に当日ご参加ください♪ 
なつかしい昔ばなしにふれて 

みませんか？ 

場 所：さくらパル 2 階和室 

時 間：16：00～16：30 

12 月 20日(金) 

 1 月 24日(金) 

 2 月 28日(金) 

 

第４回さくらパル祭りの『昭和の昔遊び』コーナーで、昔

流行った遊びを披露し、子ども達と一緒に遊んでいただける

ボランティアを募集します！ 昭和の昔遊びなら何でもＯＫ！ 

けん玉・ベーゴマ・メンコ・コマ・お手玉など、得意遊びをお

持ちの方!!ご応募お待ちしております。 

臨時休館日 

１２月１４日(土) 

１２月１５日(日) 

申込期間：令和元年１２月 8日(日)１０：００から 

１２月２５日(水)１９：００まで 

対   象：市民（年齢は問いません）・ 

選考や打ち合わせに参加できる方 

申込方法：さくらパル窓口・電話・ＦＡＸ 

※応募多数の場合、選考させていただきます。 
 

◆選考について(予定) 

日時：令和 2年 1月 12日(日)・15日(水) 

10：00～12：00 

場所：さくらパル 2階会議室 

【参考】・ＥＴＣ英会話「赤鼻のトナカイ」って
百貨店のコピーライターが作ったって知ってた？
http://aoki.com/etc/blog/post_16754.html 
 
・ウィキペディア「赤鼻のトナカイ」 
https://ja.wikipedia.org/wiki/赤鼻のトナカイ 

きせつのおはなし 「赤鼻のトナカイ」 

真っ赤なお鼻のトナカイさんは

いつもみんなの笑いもの 

でもその年のクリスマスの日 

サンタのおじさんは言いました 

暗い夜道はピカピカのお前の 

鼻が役に立つのさ 

いつも泣いてたトナカイさんは 

今宵こそはと喜びました 

第４回さくらパル祭りの『サークル発表会』に出演してい 

ただけるサークルを募集します！ 

ダンス・音楽演奏もＯＫ！ご応募お待ちしております。 

申込期間：令和元年１１月２５日(月) 9：００から 

１２月２５日(水)１９：００まで 

対   象：さくらパル利用団体 

団 体 数：８団体程度 

申込方法：さくらパル窓口・電話・ＦＡＸ 

※応募多数の場合、当方にて抽選させていた 

だきます。 
参加費用：無料 

令和 2年 3月 28日(土) 

10：00～15：00開催です！ 

みんなでお祭りを楽しもう！ 

歌になったのは、１９４８年。メイの義

理の兄弟にあたる「ジョニー・マーク

ス」がこの童話に基づいて作詞、作曲を

行い、「ジーン・オートリー」が歌い大

ヒット。クリスマスソング＝赤鼻のト

ナカイが仲間入りとなったのです。 

童話創作者は、「ロバート・ルイス・メイ」と

いう人物です。彼は、アメリカシカゴにある、

百貨店兼通信販売専門のモンゴメリー・ワード

社の広告担当者でした。 

この会社では、毎年、クリスマスになるとお客

様に絵本を無料で配布しており、ある日、絵本

を自作できないか上司より相談を受けます。 

そこで考え出されたのが、歌の原点となる、 

「ルドルフ 赤鼻のトナカイ」です。 

完成は、１９３９年で、その年は２４０万部が

モンゴメリー・ワードの買い物客に配布され、

１９４６年に再発行された際には３６０万部

が配布されました。 

歌の歌詞の中に、「暗い夜道はピカピカのお前の鼻が～」

というフレーズがありますが、なぜメイはそのような話

を考えたのでしょうか。 

メイの住むシカゴには、ミシガン湖があり、街を覆うほ

どの大量の霧が発生し、前方が見えにくくなる時があり

ました。そんな時、トナカイの鼻をライト代わりに！と

発想したのではと考えられています。 

困難な霧もプラスの発想に変え、歌になり夢を与えてく

れた、作者ロバート・ルイス・メイ。 

８０年経った今も子供たちに夢を与え続けています。 

年末年始休館日 

１２月２９日(日)～ 

１月 ３日(金) 

詳細は 

HP へ♪ 

https://1.bp.blogspot.com/-KKh6Iqv2u-s/XJB4pJY3dyI/AAAAAAABR4w/itNh6NuCUG0lVm7EG_LcnzA-qc0SPZnwwCLcBGAs/s800/christmas_mark_black1_tree.png
https://3.bp.blogspot.com/--a6q2SScE80/WLjrWUENVNI/AAAAAAABCU0/yclzm7ftSZYJft5VpnIaa8iMQbmhPqDRgCLcB/s800/syouwa_tv_old.png
https://3.bp.blogspot.com/-1M_nT1x7s-M/Urlmsy1rhmI/AAAAAAAAcKg/2VkyGtECRlE/s800/otedama_obaasan.png
https://4.bp.blogspot.com/-vPVUA0IFDEE/UZNnew6wnvI/AAAAAAAAScg/Q6Ddkqt8_Aw/s1600/frame_music_tate.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-v20jtvnhXE4/VIKmxSI2-sI/AAAAAAAApX4/Rhg4nWmkeCw/s800/christmas_bell_line.png
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    市民ミュージカル 

    「ザ・リバー -二本の櫂-2020」 
      あの名作「ザ・リバー -二本の櫂-」が、 

     2020年、さらにパワーアップしてよみがえる！ 

【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 

       ※高校生以下は、要学生証提示 

 

★合唱団員募集★ 
  

ミュージカルのフィナーレに出演し、歌っていただける合唱 

団員を募集します。詳しくは合唱団員募集チラシをご覧 

いただくか、戸田市文化会館へお問い合わせください。 

【応募締切】12 月 22 日（日）18:00 まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

サロンコンサート vol.６９  

＜クリスマス特集＞ 

【日  時】12 月 22 日(日)15:30～（約 90 分） 

【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】戸田交響楽団、響友会合唱団 ほか 

 

ＴＯＤＡ ＣＩＴＹ ＴＨＥＡＴＲＥ  
劇団ＯＮＥ 団員追加募集 

  劇団ＯＮＥは、文化推進プロジェクトの一環として、演劇活動 

を通じ、団員の親睦と世代間の交流を図り、戸田市における文 

化芸術の振興と発展に寄与することを目的に戸田市文化会館 

が設立した劇団です。 
  

 【募集人数】若干名 ※オーディションによる選考を行います。 

       （オーディション１２月２２日（日）予定） 

【内   容】ストレートプレイ（セリフ中心の演劇） 

           原則、年１回定期公演あり 

（次回：令和２年６月７日（日） 

蕨市民会館にて開催予定） 

※チケット販売ノルマがあります。(団員割引 

  制度あり｡) 

【芸術監督】犬石 隆さん 

【応募資格】高校生以上の市内または近郊在住・在勤・ 

在学者 ※経験は問いません。 

【団   費】稽古期間中（1 月～6 月）月額 9,000 円 

※別途傷害保険料が必要 

    【稽古期間】令和２年１月～６月 原則、毎週日曜日 

10：00～16：00※ただし、土曜日・祝日 

および平日夜間に追加稽古あり 

【申   込】所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、 

12 月 14 日(土)までに戸田市文化会館へ 

お申込みください。（郵送不可） 

※申込用紙は戸田市文化会館で配布の他、 

戸田市文化会館ホームページからダウンロ 

ードできます。 

 

現在、全館休館期間を含む大規模改修工事を行っています。 

＜令和３年１月上旬まで（予定）＞ 

改修工事期間中の利用可能施設におきましては、お客様のご利用時に騒音や振 

動等が発生します。 

また、工事期間中は駐車場のご利用に制限があり、ご不便やご迷惑をお掛けいた 

しますが、何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

詳細は、戸田市文化会館ホームページをご確認ください。 
 
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）  

12 月  4 日（水） 12 月 18 日（水） 

1 月 15 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） 

〒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 
 

➤下記の日程は電気設備点検などのため、 
臨時休館となります。 

12 月 14 日(土)・12 月 15 日(日) 
 

➤12 月の抽選予約(2020 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(土)※年末年始休館の為 
 

➤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。 

 

さくら商店 第４2 回 

｢ブラックサンダー｣ 

寒くなると、チョコのお菓子

が食べたくなりますね！ 

そんなときは、ココアクッキー

のほろ苦さとチョコの甘さが

マッチしたブラックサンダーは

いかがでしょうか。 

温かい飲み物と一緒にホッ

ト一息つきませんか♪ 
1 個  30 円 

さくらパル 

戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル) 

新曽さくら川 

表記している入場料金は、 

すべて消費税込みです。 

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

2/9 
(日) 

 
 

前売中 

令和 2年 

 

平成 18 年度「ザ・リバー －二本の櫂－」より(初演) 

さくらパルの貸室予約は、公共予約システム登録カードを登録後ご予約いただけますが、近ごろ上記のようなお問い合わせを
いただいております。 
メールでの問い合わせは、予め、メールの登録が必要です。登録には公共予約システムへのログインが必要です。 
パスワードが不明になってしまった場合は窓口で照会となります。（電話対応はできません。）登録された際は、パスワードを
忘れてしまう前に「メールアドレス」の登録をお薦めします。 

 
メールアドレス

の登録方法 

 
①ログイン後、登録済利
用者情報の変更クリック 

 
②メールアドレスを入力
し登録します 

 
メールでの 

パスワード確認 

 
②利用者登録
情報の設定・
変更クリック 

 

①公共施設予
約メニューを
クリック 

 
③パスワード
の変更・問合
せクリック 

 
④利用者ＩＤ、登録
したメールアドレス
を入力 

 
公共予約 
システム 

http://www.todacity-culturehall.jp/one.htm

