
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)

２月の休館日
２月 １日(月)

２月１５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 ４日(月)

１月１８日(月)

臨時休館日

１月１６日(土)

※高圧受電設備交換修繕

作業の為、臨時休館とな

ります。

～家庭でできる健康生活～
寒さやウイルスに負けない、
家庭でできる健康法

令和２年１２月６日(日)、さくらパルでは市民交流を目的とした『免疫力アップＬＩＦＥ講座～家庭でできる
健康生活～』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。
家に帰ってすぐ始められる様々な健康法の話に、参加者から積極的に質問があり、あっという間の1時間半でし
た。みなさまのご参加ありがとうございました。

開 催 報 告

講師
霜崎 ひろみ 先生

【参考】

・じゃらんnet「初夢とはいつ見る夢のこと？縁起の良い夢・悪い夢、一富士二鷹三茄子の意味などを解説」/https://www.jalan.net/news/article/500819/

・日本文化研究ブログ「初夢一富士二鷹三茄子の意味と由来。続きがあるって本当？/https://jpnculture.net/hatsuyume/

令和３年に入りました！本年もよろしくお願いいたします。
さて、新年に入ってどんな初夢を見るのでしょう？一富士二鷹三茄子（いちふじ・
にたか・さんなすび）はよく聞く言葉ですね！実はその後に四、五、六と続くことを
ご存じでしょうか？今月のきせつのおはなしは『初夢（はつゆめ）』です。
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令和３年

1月1日

元旦

手のひらを合わせて
健康チェック

体を温める飲
み物を実際に
作って香りや
色を楽しみま
した

『こんにゃく
湿布』を触っ
てみました。
腎臓や、下腹
にあてると体
が温まります

◆体を外から温める◆

初夢
(Hatsuyume）

『四扇(しおうぎ)』・『五煙草(ごたばこ)』・
『六座頭(ろくざとう)』

『一富士(いちふじ)』
＝無事、末広がり

『二鷹(にたか)』
＝高い、チャンスをつかむ

『三茄子(さんなすび)』
＝成す、子孫繁栄

『四扇(しおうぎ)』＝扇は、お祭りや舞踊で使
用する小道具であり、人が集まる席にはかかせなく、
子孫繁栄や商売繁盛を意味し、縁起が良いとさ
れています。

『五煙草(ごたばこ)』＝煙草の煙が上がることか
ら運気上昇を表し、縁起ものとされています。

◆望診チェック◆

『初夢』は、元日から２日にかけてみ
た夢とする説が一般的と言われています。
縁起が良い夢と言われていることわざが、

江戸時代から伝わっています。

『六座頭(ろくざとう)』＝座頭とは琵琶法師
（琵琶を街中で弾く盲目の僧）のことを言い、坊
主であることから、「髪がないー怪我ない」に掛け、
家内安全を願うものとされています。

さくらパル会議室 13：30～15：30

令和３年１月３０日(土)

～収入アップと自己実現のために
起業はいかが？～

人生１００年時代を輝いて
生きるために

対 象：市民（在勤・在学可）

費 用：無料

定 員：２０名

申込方法：特定非営利活動法人JCPFPへ電話

または左記QRコードにて申込

048-859-7810
9：00～17：00(土・日・祝を除く）

ＱＲｺｰﾄﾞ

お問合せ・

申込はこちら

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。
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主催 ＮＰＯ法人ＪＣＰＦＰ 共催 さくらパル

さくらパル和室 10：00～12：00

令和３年２月２０日(土)

048-434-5690
8：45～17：30(月・祝を除く）

主催 (公財)戸田市国際交流協会 協力 戸田市茶道連盟

第5回 さくらパルまつり中止の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、令和３年３月２７日(土)実施
予定の「第５回さくらパルまつり」は中止
となりました。

FPサロンさいたま新都心

如月茶会
Ｋｉｓａｒａｇｉｃｈａｋａｉきさらぎちゃかい

国際交流

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。

お正月は、おみくじなど様々な楽しみ方が

ありますよね♪

さくら商店では、駄菓子の中にクジ付きの

お菓子や、おもちゃが当たるSHOCKクジ、

消しゴムクジなど、小さな楽しみをご用意して

います。新年明けての運試しに

いかがですか♪

第53回『新年運試し♪クジ』

費 用：無料

対象定員：市内在住・在勤 先着４０名(要予約）

申込期間：令和3年2月2日(火)より

申込方法：戸田市国際交流協会へ電話

共催 さくらパル



４

〒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

戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル)

新曽さくら川

さくらパル

◆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

【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

➤下記の日程は、高圧受電設備交換修繕作業の
ため、臨時休館となります
1月16日(土)

➤１月の抽選予約(2021年４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。

➤粗大ゴミ収集券を販売中です。(1枚400円)

※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。

（午後4時から午後7時まで）

1月 6日（水） 1月20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）

2月 3日（水） 2月17日（水）

戸田市文化会館公式ホームページ

http://www.todacity-culturehall.jp

施設の安全確保と長寿命化を図るため、令和元年１０月から大規模改修
工事を行っておりましたが、１月１１日（月・祝）にリニューアルオープンいた
します。より便利に、快適になった文化会館をぜひご利用ください！！
なお、令和３年１月１０日（日）まで全館休館（事務室および総合受
付は営業）を予定しています。
ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
※全館休館期間中は、駐車場のご利用はできませんので公共交通機関をご
利用ください。

戸田市文化会館からのお知らせ

戸田市文化会館公式Facebookページ

http://www.todacity-culturehall.jp/facebook.html
３

募集人数 若干名
芸術監督 いぬいし たかし（演出家）
応募資格 高校生以上の稽古に通える方｡（居住地および経験不問）

※１８歳未満は保護者の同意が必要です
オーディション １月１７日(日)予定 ※時間未定･費用無料
稽古場所 文化会館
公 演 年１回、定期公演を実施

＜６月６日(日)第８回公演上演予定＞

申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、文化会館へ

※郵送・メール・ＦＡＸ不可。申込用紙は文化会館、文化
会館ホームページより取得可

申込締切 １月１５日(金)午後６時まで

戸田市文化会館が設立した
市民劇団「劇団ＯＮＥ」の第
８回公演に出演する劇団員を
募集しています。

稽古の詳細および参加費等については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。
＜問い合わせ＞
ＴＥＬ 048-445-1311 ＦＡＸ 048-445-1310
E-mail bunka-kaikan@todacity-culturehall.jp

劇団ＯＮＥの活動は、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。

年始の休業および１月の休館日・
臨時休館日について

年始１月１日(金)～４日(月)および、
１３日(水)、１４日(木)となります。

TODA CITY 
THEATRE
劇団ＯＮＥ
劇団員追加募集

戸田文化会館

オンライン

市民ミュージカル
＠ＨＯME

大人気の市民ミュージ
カル公演の有料配信を

行います。

配信作品 ・「ザ・リバー –二本の櫂-2016」

(戸田市制施行50周年記念事業)

・「愛のリサイクルショップ –サクラソウの咲く町で２-」

(市民ミュージカル最新作)

配信期間 ２月１５日(月)～３月１４日(日)

※期間限定ストリーミング配信（ダウンロード不可）

※過去に収録された公演映像の配信となります。(アーカイブ配信)

※Ｗキャストのため、各作品２公演を配信(青組・白組)

視 聴 料 １公演につき３００円

※クレジットカード決済もしくはオンライン決済サービス

「ＰａｙＰａｌ(ペイパル)」での支払いとなります。

※視聴料決済後、７日間視聴可能

視聴方法 動画視聴サイト「Ｖｉｍｅｏ(ヴィメオ)」アカウントの登録

（無料）が必要です。

※詳しい視聴方法は文化会館ホームページをご覧ください。


