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令和２年

１１月１４日

埼玉県民の日

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 ７日(月)

１２月２１日(月)

休館日 市民ギャラリー展示品募集中

さささくくくらららパパパルルル通通通信信信   VVVooolll...777444   

さくらパル事業

１１月の休館日
１１月 ２日(月)

１１月１６日(月)

１１月３０日(月)

ＱＲｺｰﾄﾞ

申込はこちら

https://ws.formzu.net/

fgen/S54684957/

臨時休館日

臨時休館日
１２月１２日(土)
※新曽南庁舎施設修繕作業の為、

臨時休館となります。

年末年始の休館日
令和２年１２月２９日(火)～

令和３年 １月 ４日(月)

新型コロナウイルス感染症拡大状

況等により、事業内容が変更・中止

になる場合があります。 最新の情報

は、ホームページ にて掲載してまいり

ますのでご確認ください。

今回で5回目を迎えます！

みなさまにお会いできること

を楽しみにしています♪

さくらパル会議室 10：30～12：00

令和２年１２月６日(日)

～家庭でできる健康生活～

講師
霜崎 ひろみ 先生
・フェミニン望診主宰

・国際薬膳師

・上級望診法指導士

寒さやウイルスに負けない、
家庭でできる健康法

対 象：市民（在勤・在学可）

費 用：500円（テキスト・保険料込）※当日徴収

定 員：20名（先着順、定員になり次第終了）

申込期間：11月7日(土)9：00～12月2日(水)19：00まで

申込方法：左記、QRコードにて受付。

※定員に達していない場合のみ、11月21日(土)

10：00よりさくらパル窓口及び電話受付を

いたします。

持 ち 物：手鏡(簡単な望診を実施します｡)・マスク・遵守事項・

筆記用具
※申込完了後、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

「遵守事項」を郵送させていただきます。ご記入の上、当

日用紙をお持ちください。

これから
足形を取り
ますよ～

完成したよ！

レイアウトに
悩みます

がんばって！

お父さんも
写真撮影

令和２年９月２６日(土)、さくらパルでは、市内在住の親子を対象とした『手形足形ぺった
んアートで世界に１つの時計作り』を、新型コロナウイルス感染症予防対策を施し、開催いたし
ました。
講師は、手形足形アート協会の滝澤理絵先生でした。
手形、足形から世界に1つの時計が次々と完成！みなさまのご参加ありがとうございました。

開 催 報 告

おててを
ぺったん！

いかがですか♪

望診とは？
顔や舌を見て、体のどこが

疲れているか等を予測する

東洋医学の手法です。



戸田市文化会館公式ホームページ

http://www.todacity-culturehall.jp

夕焼けチャイム

16:30

(10月１日～3月14日)

➤11月の抽選予約(2021年2月分)で当選された

方の支払期限について

新型コロナウイルス対策特別対応により、当面の

間、支払期限は「利用当日」まで延長されており

ます。

※仮予約については、施設を利用しない場合、

利用前日までに取り消されますようお願い

いたします。

➤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。

さくらパル通信第74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

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 (受付時間 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

◆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)

新曽さくら川

さくら商店
第51回『チョコレートシリーズ』

〇改修工事について
現在、文化会館では大規模改修工事を
行っており、令和３年１月上旬(予定)
まで全館休館しております。

※事務室および総合受付は全館休館中
も営業しています。

※工事の進捗状況により、全館休館期間
が変更となる可能性があります。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、

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。

<申込・問い合わせ＞戸田市文化会館
ＴＥＬ／０４８－４４５－１３１１

ＦＡＸ／０４８－４４５－１３１０

Ｅ-ｍａｉｌ bunka-kaikan@todacity-culturehall.jp

戸田市文化会館公式Facebookページ
http://www.todacity-culturehall.jp/facebook.html

〇11月の休館日について
11日(水)となります。

※事務室および総合受付も営業いたしません。
※その他、工事内容により臨時休館日が追加と
なる場合があります。

青少年の居場所（午後4時から午後7時まで）

11月 4日（水） 11月18日（水）

12月 2日（水） 12月16日（水）

お問合せ：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）

【参考】

・日本気象協会「東京地方木枯らし

１号吹かず ２年連続は史上初」

https://tenki.jp/forecaster/deskpart/

2019/12/01/6766.html

11月からは、夏の間に

溶けやすくてあまり販売し

ていなかった『チョコレート』

のお菓子を多めにご用意

しています♪

寒くなってくるこの季節。

チョコレートでホッと一息♪

朝晩の冷え込みが大きく
なってきましたね。温かい靴
下が恋しい季節になってき
ました。
冬の始まりは、木枯らし１
号の知らせから･･･など感じ
ている方もいるのではないで
しょうか？
今月のきせつのおはなしは、
『木枯らし』についてです。

劇団ＯＮＥは、演劇活動を通じた団員の親睦や

世代間の交流、戸田市の文化芸術振興・発展の

ために、戸田市文化会館が設立した市民劇団です。

劇団員の追加募集に伴い、さくらパルにて体験

レッスンを実施します！実際に演劇のレッスンを体験

して、劇団ＯＮＥの雰囲気を味わってみませんか？

劇団ＯＮＥのことをもっと知りたい方、オーディション

への参加を考えている方、この機会に、お気軽に

ご参加ください！

【日 時】12月13日(日)13:30～15:30
【会 場】 新曽南多世代交流館 さくらパル

多目的室
【講 師】 劇団ＯＮＥ芸術監督 犬石 隆
【定 員】 約１０名（事前申込制）
【申込方法】 所定の申込用紙に必要事項を記入

の上、戸田市文化会館へ提出して
ください。
※郵送・メール・ＦＡＸ可

※申込用紙は戸田市文化会館にて
配布の他、下記ホームページより
ダウンロードできます。

【申込締切】 12月6日(日)必着
【 参加費 】 無料
【 持 ち 物 】筆記用具、飲み物、マスク、

フェイスシールド
（フェイスシールドの貸出あり）
動きやすい服装、上履き

（レッスン会場は土足禁止です）

劇団ＯＮＥの活動および無料体験レッスンは、

新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施

します。なお、感染拡大状況により、内容が変更となる

場合があります。あらかじめご了承ください。

劇団員追加募集およびオーディションの詳細は
戸田市文化会館のホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

TODA CITY THEATRE
劇団ＯＮＥ 無料体験レッスン

きせつのおはなし 関東地方は２０１８年、
２０１９年と２年連続で

『木枯らし』は吹いていない！

『木枯らし』とは、太平洋地域で冬型の

気圧配置になった際に強く吹く風のことを

言います。（おおむね風力５＜風速

8m/s以上＞）

関東地域と関西地域のみ発表があり、

その他の地域の発表はありません。

関東、関西地域での大きな違いは、期

間です。関東地域では１０月半ばから

１１月末までなのに対し、関西地域では、

霜降（10月23日頃）～冬至（12月

22日頃）までと長い期間となっています。

また、『木枯らし１号』のお知らせはしま

すが、２号、３号のお知らせはしないそう

です。

木枯らしは
全国どこでも発表するの？

関東地方での『木枯らし一号』のお

知らせがここ２年間、条件が満たせず

『木枯らし１号吹かず』のお知らせに

なっていることをご存じでしょうか？

これは、観測を始めて「史上初」なん

だそうです。

関東地方は、期間が短いこともあり、

条件に満たさなかったのですね。

さて、今年は『木枯らし１号』は吹く

のでしょうか？！

冬の始まりを『風』で感じてみるのも

良いかもしれません。

木枯らし
（Kogarashi）


