
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)

10月の休館日
１０月 ４日(月)

１０月１８日(月)

休 館 日 市民ギャラリー展示品募集中

9月の休館日
９月 ６日(月）

９月 ２１日(火)
１

クイズに正解した方には、景品をプレゼント！みんなで挑戦してみよう！！

東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業

～オリンピック・パラリンピッククイズに挑戦してみよう！～

会 場： 戸田市新曽南多世代交流館(さくらパル)1階市民ギャラリー

※景品の受け渡しは２階の受付になります。(９：００～夕焼けチャイムまで)

期 間： ①令和３年７月２４日(土)～８月８日(日) 開催済み

②令和３年８月２５日(水)～９月５日(日)

※①②のクイズの内容は異なります。

※景品は、１日先着２０名まで ※回答は、原則１日１人１回まで

令和３年
９月１２日
宇宙の日

ラジオ工作の前にJRC日本無線
スタッフより、電波についての
お話がありました

昨年大好評だったラジオ工作教室を、今年も開催いたしました！

今年は小学生だけではなく大人も一緒に参加し、「はんだごて」を使う作業もありましたが、全員ケガ無く無事にラジオを作ることが

できました。

JRC日本無線株式会社のスタッフや、市民ボランティアの方々のサポートを受けながら、大人も子供も一生懸命ラジオを作っていました。

最後は集合写真を１枚♪

音が聞こえるかな…

緊張の瞬間
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ラジオ工作ご協力
ＪＲＣ日本無線株式会社・市民ボランティア

ラ
ジ
オ
の部
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※９月２１日(火)は臨時休館日です

①１０：００～１１：００ (受付開始 ９：３０)

②１１：３０～１２：３０ (受付開始 １１：００)

対 象：市民(首すわり後の乳児～２歳までの幼児と保護者)

費 用：１組５００円 ※保険料含む・費用の徴収は当日です

定 員：各回５組 ※先着順、定員になり次第締め切り

持 ち 物 ：動きやすい服装・飲み物・マスク・遵守事項

※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

申込方法：①Web申込 令和３年９月８日(水)9:00～９月２２(水)19:00まで

②さくらパル受付・電話申込 ※Webで満員とならなかった場合のみ ※電話申込より受付申込が優先となります

令和３年９月１５日(水)10:00～９月２２日(水)19:00まで ※休館日は除く

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。

令和３年９月２６日(日) さくらパル１階多目的室

親子ヨガ ～お子様と初めての運動を楽しもう～

２

近隣在住の月齢が近いお子様と保護者の交流を楽しみましょう

健康体操inさくらパル ～みんなで楽しく健康づくり３Ｂ体操～

高齢者の足腰の強化等を目的とした内容です

令和３年１０月７・１４・２１・２８日 全て木曜日

さくらパル１階多目的室 １０：３０～１１：５０ (受付開始 １０：００)

対 象：市民（６０歳以上・在勤含む）

費 用：1人 １，０００円 ※全４回分 保険料含む・費用の徴収は初回です

定 員：１０名 ※先着順、定員になり次第締め切り

持 ち 物 : 動きやすい服装・上履き・飲み物・マスク・遵守事項

※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

申込方法：①Web申込 ②さくらパル受付・電話申込

令和３年９月４日(土)10:00～１０月２日(土)19:00まで ※休館日は除く

1回目申込は
コチラから

２回目申込は
コチラから

申込はコチラから

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。

夕焼けチャイム

９月１日～９月３０日 17:30

１０月１日～３月１４日 16:30

さくら商店の営業時間



３

戸田市文化会館
９・１０月の休館・臨時休館日

９/８(水)・１０/１３(水)・１０/１４(木)

ザ・ニュースペーパー
ｉｎ戸田

前売中

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

※当日は、いずれも300円増となります。

※全席指定 ※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。)

会場／戸田市文化会館大ホール

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 https://pia.jp/ 

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
お問合せください。（048-445-1311）

戸田市スポーツセンター9・１０月の休場・臨時休場日
９/８(水)・９/２４(金)・

１０/１３(水)・１０/２７(水)

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

SNSで様々な情報を
発信しています！
ぜひチェックして
ください♪

戸田市文化会館公式SNS

戸田市文化会館では音楽祭事業を広く市民から公募します。

決定された助成事業には要綱に定められた範囲内で助成金

を交付します。

応募期間／ ９月３０日(木)まで

※募集要綱・申請書類等は戸田市文化会館にて

配布しているほか、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。

開催期間／令和４年９月１日(木)～令和５年３月３１日(金)

※上記の期間内で実施できる音楽祭事業の申請

となります。

お問合せ／戸田市文化会館 048-445-1311

メール toda_ongakusai@todacity-culturehall.jp

第１５回戸田音楽祭
参加・助成事業 募集中

トップアスリートに学ぶ
小学生の水泳クリニック

日 時：10月3日(日) 9:45～11:30

場 所：スポーツセンター屋内プール
対 象：平泳ぎが50M以上泳げる

小学4～6年生
定 員：30名(抽選・市内在住者優先)
料 金：1,500円(税・保険料込)
応募期間：9月1日(水)～9月12日(日)

にＨＰにて
当落発表：9月13日(月)にメールにて

子ども短期かけっこ教室

～スポーツの基礎となる
「走り」を学ぼう！～

詳細・お申込はこちらから☞
（申込には会員登録が必要です）

日 時：10月5日、12日、19日、26日、

15：30～16：30
※雨天の場合は振替(予備日:11月16日､30日)

場 所：スポーツセンター陸上競技場
対 象：年中・年長
定 員：20名(抽選・市内在住者優先）
料 金：3,500円(全6回開催、税・保険料込)
応募期間：9月1日(水)～9月12日(日)にＨＰにて
当落発表：9月13日(月)にメールにて

11月2日、 9日(全て火曜日)  

元競泳日本代表選手
ロンドン五輪銅メダリスト

立石 諒氏の平泳ぎクリニック！
たていし りょう

市民健康増進事業

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
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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

➤９月の抽選予約(2021年１２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）

９月 １日（水） ９月１５日（水）

１０月 ６日（水） １０月２０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


