
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)

6月の休館日
６月 ７日(月)

６月２１日(月)

休 館 日 市民ギャラリー展示品募集中

5月の休館日
５月 １７日(月)

５月 ３１日(月)１

桜若葉がみずみずしい季節になりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今年度より、『さくらパル通信』は奇数月の発行とさせていただくこととなりました。

より一層充実した情報をお届けできるよう励んでまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

五月人形について

『五月人形』は、健やかな成長を
願う男の子のお祝い「端午の節句」の際に

飾る人形です。

端午の節句は、5月5日に「子どもの日」とも

言われおり、昭和23年から国民の祝日と

定められ、「子ども」は男の子・女の子の両

方を指します。

端午の節句の行事は、飛鳥時代

「菖蒲（しょうぶ）の節句」までさかのぼる

とされています。

【参考】

・GIFT CONCIERGE「端午の節句に兜や鎧を飾る意味とは？ 知っておきたい基礎知識」

https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/5115

菖蒲 尚武
鎌倉時代になると、武士の力が強くなり、菖蒲

が尚武（武道・軍事などを大切にする考え）に

通じるとして、男の子の節句に変化し、江戸時

代には公式行事となりました。

五月人形をなぜ飾るのだろう？

鎌倉時代の武士の家系では、梅雨目前の

5月になると、兜（かぶと）や鎧（よろい)を

外に出して、虫干しと手入れを行う習慣が

あったそうです。

武士にとって兜や鎧は身を守るための道具

であり、これらを飾ることは、無病息災から男

児を守り、丈夫に成長してほしいという願いが

込められていたのだとか。

端午の節句に兜や弓などの武具が飾られる

のは、この習慣の名残りだと考えられています。

(Gogatsuningyou）
さくらパルの２階にも
五月人形が飾られています。

令和３年

5月30日
ごみゼロの日

しだれ桜のメジロ

４月１日(木)～３０日(金)の期間、戸田市内の桜の写真、桜にちなんだ作品を募集しました。

多数のご応募、ありがとうございました。５月１８日(火)～６月３０日(水)まで当館の市民ギャラリーにて展示します。

第２回

開 花 宣 言 満開の桜と消えゆくMAX

一足早くさくらパル通信内で一部ご紹介！
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さくら商店の営業時間

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。

令和３年２月より試験的に１０時に開店していたさくら

商店ですが、今後も平日、休日問わず１０時より営業

することとなりました。

ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

※現在、新型コロナウイルス感染症予防の為、施設内での飲食は禁止

となっております。ご迷惑おかけしますが、ご理解・ご協力の程お願い

申し上げます。

令和３年

5 月 29 日（土）
13：30～15：30

さくらパル会議室

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。

ＱＲｺｰﾄﾞ

お問合せ・

申込はこちらFPサロンさいたま新都心

対 象：市民（在勤・在学可）

費 用：無料

定 員：先着２０名

※申込について

広報とだ6月1日号に掲載となります。

令和３年

６ 月 19 日（土）
13：30～15：30

さくらパル会議室

令和3年3月28日(日)延期分となります！

対 象：市民（小学４年生以上）

持 ち 物：汚れてもよい服装・飲み物・マスク

費 用：１名 １００円（材料・保険料含）

定 員：先着２０名

申込期間：6月12日(土)9:00～6月27日(日)19:00まで

QRコードにて受付。先着順。

※QRコードは、広報とだ6月1日号及びさくらパル

ホームページにて掲載。

科学の楽しさを子どもから大人の方に伝えたい！

災害時にも役立つラジオを工作します。

さくらパル会議室 13：00～15：30

令和３年７月４日(日)

協力 JRC日本無線株式会社

スマホ申込の方は
↓こちら↓

今から始める
「つみたてＮＩＳＡ」と「ⅰＤｅＣｏ」

主催 ＮＰＯ法人ＪＣＰＦＰ 共催 さくらパル

対 象：市民（在勤・在学可）

費 用：無料

定 員：先着２０名

申込方法：特定非営利活動法人JCPFPへ電話 または下記QRコードにて申込

048-859-7810

【営業時間】 9：00～17：00 (土・日・祝を除く）



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

➤5月の抽選予約(2021年8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。

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）

5月12日（水） 5月19日（水）

6月 ２日（水） 6月16日（水）

（午後4時から午後7時まで）

【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３

戸田市文化会館 ５月の休館・臨時休館日
5/12(水)・5/13(木)

劇団ＯＮＥ第８回公演
ザ・ニュースペーパーｉｎ戸田

一般スイミング 月・火・土 19：00～19：50

木 10：00～10：50 16歳以上男女

新しいプールで目いっぱい泳ぎませんか！
泳ぐのが初めての人からもっと泳げるようになりたい
人まで、経験豊富なコーチ陣が優しく指導いたしま
す。

親子スキンシップ体操 火１・金１ 9：30～10：30

火２・金２ 10：40～11：40

親と子（2018.4/2～2019.4/1生まれ）

親子で楽しく遊んじゃおう！
運動不足解消にお子さんと楽しく遊びませんか？

キッズテニス火・金 15：30～16：30

（火：年中、年長 金：年少～年長）

初めての習い事にテニスはいかがですか？
初めは遊びのように楽しむところからスタートしますよ。

美し国、日本――。
演劇の醍醐味が、いまここに。

うま

三島戯曲の最高峰『近代能楽集』より

一、「葵 上」 二、「弱法師」
作＝三島由紀夫／演出＝いぬいしたかし

明智光秀外伝・創作朗読劇

「桔梗の夢」
作＝小河美弘／構成・演出＝いぬいしたかし

あおいのうえ よ ろ ぼ し

ききょう

プレイ
ガイド

前売中

Facebookページに加え、新た
にTwitter・Instagramアカウ
ントを開設しました♪

各公演のチケットをさくらパルで販売します。

体を動かすって、とっても楽しい！
習い事としても人気の高いヒップホップダンス！

ジュニアヒップホップダンス

月１ 17：10～18：00 月２ 18：05～18：55

土１ 14：00～14：50 土２ 15：00～15：50

月１・土１ 小学1～3年生 月2・土２ 小学4～６年生

スポーツ教室とは？
戸田市スポーツセンターで行われている体操、球技、武道、水泳を
楽しく学べる教室のこと。ほとんどの教室は一年を通して開催、
募集をしています。

日時／１０月１６日（土）
開場14：15／開演15：00

費用／一般3,500円 友の会3,150円

※全席指定 ※当日は、いずれも300円増

※未就学児入場不可

※戸田市文化会館友の会対象事業(友の会会員割引は、

戸田市文化会館のみの取扱いとなります。)

前売開始／７月１８日（日）10：00～

販売場所／戸田市文化会館、さくらパル

群泉堂 048-442-3601

蕨市民会館 048-445-7660

チケットぴあ 0570-02-9999 (Pｺｰﾄﾞ505-762）

ローソンチケット https://l-tike.com/

(Lｺｰﾄﾞ32079）

※各プレイガイドの受付時間はご確認ください。

※プレイガイドにより、手数料が発生する場合

がございます。

イベントの詳細に関しては、戸田市
文化会館までお問い合わせください。
（048-445-1311）

ジュニア卓球火・金

17：30～18：45 小学3～6年生

目指せ、メダリスト！
近年、スター選手の台頭により、人気競技の
卓球！ベテランコーチ陣に加えて去年から元
国体出場選手が指導にあたっています。

ここで紹介した教室はほんの一部です。
https://www.toda-spc.or.jp/school/index.html

詳しいスポーツ教室の
情報はコチラ！

戸田市スポーツセンター５月の休館・臨時休館日
5/12(水)・5/26(水)

日時／６月６日(日) 開場14：30／開演15：00

費用／一般1,000円 高校生以下500円 ※全席自由

※当日は、いずれも200円増となります

販売場所／戸田市文化会館、さくらパル

群泉堂 048-442-3601

蕨市民会館 048-445-7660

ローソンチケット https://l-tike.com/

(Ｌｺｰﾄﾞ31407）

戸田市文化会館公式ホームページ

http://www.todacity-culturehall.jp

プレイ
ガイド


