
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 ７日(月)

２月２１日(月)

休 館 日・臨時休館日 市民ギャラリー展示品募集中

１月１５日(土)

～

１月１７日(月)

１月３１日(月)１

１月の休館日・臨時休館日

１月 １日(土）
～

１月 ３日(月)

さくらパル事業開催報告 ２０２１ １２/４

さくらパル事業開催報告 ２０２１ １２/１８

霜﨑先生

薬膳について先生から
お話を聞きました！

昨年はできなかった
試飲・試食タイムも
今年はありました♪

Dr.リン みんなで身近なエネルギーの
お話を聞いています

いざ、電気電撃実験！！ 発電機で電球が光った！

試飲・試食メニュー
連芯茶・ゴーヤ茶・ジャスミン茶・
豆腐のキッシュ・人参ラぺ

令和４年
１月１５日
いちごの日

冬の寒さが一層厳しくなる頃となりましたが、１月

には一生に一度の晴れの日、「成人の日」があります。

一体いつ頃から、今のようにお祝いするようになった

のでしょうか。

今回の季節のおはなしは、「成人式」のお話です。

男子の成人式

出生、成人、結婚、死など、人が成長する過程で

行われる儀礼を「通過儀礼」といいます。人生の通過

儀礼として、社会的に大人になったことを祝うのが

「成人式」です。

【参考】
スタジオマリオ 成人式の由来と歴史、現在の成人式
について 成人式撮影お役立ちコラム
https://www.studio-
mario.jp/event/comingofage/article/004/

2021年の成人式はいつ？成人式の由来と豆知識
https://allabout.co.jp/gm/gc/471929/

女子の成人式

女子の場合は12～16歳で「裳」という、腰から下に

まとう衣服を身に付ける儀式「裳着」を執り行い

ました。結婚が決まった時や、結婚が決まりそうな

時が式のタイミングでした。同時に垂らした髪を

結いあげる「髪上げ」も行われ、こどもの髪から

大人の髪型へと変わりました。

奈良時代以降、数え歳で12～16歳の男子が「元服」

という儀式を行っていました。それが現在の成人式に

あたり、公家や武家において、成人男子の通過儀礼

として髪を結い、服を改め、公家では冠、武家では

烏帽子を着用し、幼名から新しい名になりました。

現在と同じ２０歳で成人式が行われるようになった

のは戦後です。戸田市の隣の市、蕨市で開催された

「青年祭」が初めだと言われています。

げんぷく

初めて現在の形の成人式を行ったのは？

も ぎ

も

きせつのおはなし
成人式

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。

２

紙コップインスタレーション

紙コップインスタレーションとは、芸術による教育のプログラムです。

紙コップを使ってみんなで空間アートを作ろう！

対 象：市民 ４歳以上 ※４歳～小学３年生までは保護者同伴

費 用：1人 ３００円 ※費用の徴収は当日です

定 員：３０名 ※先着順、定員になり次第締め切り

申込方法：Web申込

令和４年１月６日(木) １０：００～１月２７日(木)１９：００まで

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

１０月１日～３月１４日 16:30

３月１５日～４月３０日 17:30

さくら商店の営業時間

人生１００年時代をマネーストレス
フリーで生きるためのライフプランニング

対 象：市民(在勤・在学可)
費 用：無料
定 員：先着２０名
申込方法：NPO法人JCPFPへ電話・ホームページ・

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)

２月 2６日(土)

13：30～15：30

さくらパル会議室

主催 NPO法人JCPFP

共催 さくらパル

FPサロンさいたま新都心スマホ申込の方はこちら↓

ＱＲｺｰﾄﾞ

お問合せ・

申込はこちら

主催 トダアートラボ 共催 さくらパル

国際交流茶会 ～如月茶会～

主催 (公財)戸田市国際交流協会

共催 さくらパル 協力 戸田市茶道連盟

昨年コロナウイルス感染症により中止と
なってしまいましたが、今年はやります！

２月１９日(土)１０：００～１２：００

さくらパル会議室

お茶菓子も出るよ！

立礼席

お申し込みは
コチラ→

トダアートラボ
←ホームページ

iDeCo＆NISAをはじめる前に
やっておきたいライフプランワークショップ

１月２９日(土) １０：３０～１２：００
さくらパル 多目的室

対 象：市民(在勤・在学可)
費 用：無料
定 員：先着４０名
申込方法：(公財)戸田市国際交流協会へ電話

048-434-5690



戸田市文化会館 1・2月の休館・臨時休館日
1/1(土) ～１/４(火)・１/１２(水)・１/１３(木)

２/９(水)・２/１０(木)

前売中

日 時／２月２７日(日)
【1回目】開場12：30／開演13：00

【2回目】開場16：00／開演16：30

費 用／500円 ※全席自由

会 場／戸田市文化会館大ホール

プレイガイド／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コード：35480）

※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）

戸田市文化会館公式ホームページ
http://www.todacity-

culturehall.jp

戸田市文化会館公式SNS

戸田市パラスポーツフェスタ 【参加無料】

東京2020パラリンピックでも注目を集めた、

車いすラグビー・車いすバスケを体験しよう！

東京2020パラリンピック車いすラグビー銅メダリストの

中町俊耶選手と車いすラグビー元日本代表の三阪

洋行氏が直接レクチャー＆トークします！

戸田市スポーツセンター１・２月の休場・臨時休場日
１/１(土)～１/４(火)・１/１２(水)

２/９(水)・２/２４(木)

日 時／１月２９日(土)

開場 12：30 閉場 16：30

場 所／戸田市スポーツセンター第１競技場

持 ち 物／室内シューズ

第１４回戸田音楽祭メインコンサート
～いつも音楽を身近に～

松田理奈＆實川 風デュオ・リサイタル
じつかわ かおるまつだ りな

戸田市文化会館文化推進プロジェクト

市民ミュージカル １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

ミュージカル・コンサート
リバーサイドの同窓会

©Akira Muto ©Hiromi Nagatomo

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♪

前売中

日 時／１月１６日(日)
開場13：15／開演14：00

費 用／一般2,500円 高校生以下1,000円

※全席指定

※当日は、いずれも300円増となります。

※3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

※無料託児あり：1歳～小学校入学前まで。

(要事前申込。先着10名様まで。定員になり次第

締め切らせていただきます。)

※開演後、演奏中の客席入場はできません。曲間入場と

なり、自席に座ることができない場合もございます。

あらかじめご了承ください。

会 場／戸田市文化会館大ホール

プレイガイド／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（Ｐコード：203-054）

ローソンチケットhttps://l-tike.com/（Ｌコード：35469）

※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。

スポーツ用車いす体験 ※各回当日先着５０名

【１回目】受付開始／12：30
トークショー 13：00～13：20
車いすラグビー＆バスケ体験 13：30～14：30

【２回目】受付開始／14：30
トークショー 15：00～15：20
車いすラグビー＆バスケ体験 15：30～16：30

フリーコーナー ※受付なしで参加可／人数制限なし

★ボッチャ・ゴールボール・ブラインドサッカー体験
12：30～16：30

★聖火トーチと記念撮影
「本物のトーチを持って記念撮影しよう！」

来場者プレゼント

★先着100名にドリンク

★全員に東京2020ピンバッチ

★全員にお楽しみガチャガチャ

★ガチャガチャで当たりの方にお菓子詰め合わせ
３

〒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

➤１月の抽選予約(202２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。

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）

１月 ５日（水） １月１９日（水）

２月 ２日（水） ２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

４


