
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)

８月の休館日
８月 １日(月)
８月１５日(月)
８月２９日(月)

休館日・臨時休館日 市民ギャラリー展示品募集中

７月の休館日・
臨時休館日
７月 ４日(月)
７月１９日(火)
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霜﨑先生

さくらパル事業開催報告

募集期間:４月１日(金)～３０日(土) 戸田市内の桜の写真、桜にちなんだ作品を募集しました。
展示期間:５月１８日(水)～６月３０日(木) まで 展示場所:さくらパル１階の市民ギャラリー

美笹の豪快なさくら並木。 大仏にさくら。春爛漫

日本の夏の風物詩、夏祭り。屋台、浴衣と共に、盆踊りを思い浮かべる方も多いと思います。ところでこの盆踊り、
一体どういう理由から踊られるようになったのでしょうか?これを読んで、今年の夏は盆踊りの輪に飛び込んでみませんか。
今回の季節のおはなしは「盆踊り」のお話です。

盆踊りの始まりは、仏教の「踊り念仏」とされています。念仏とは、仏の名を唱え、功徳（善行）を思い浮かべることで、極楽へ行くことを
目指す修行の一種。この念仏に節をつけ、歌い踊ることで民衆に布教する僧侶が平安時代にいました。鎌倉時代に入ると、一遍上人と
いう僧侶がこれを継承し、東北から九州まで旅をして広め、やがて「踊り念仏」と呼ばれるようになりました。
踊り念仏には、「踊りで床を強く踏み鳴らすことで、死者を極楽に送ることができる」という考え方があり、これがお盆の先祖供養と結びつき、

盆踊りへと発展しました。

日本の大衆ダンス文化には500年の歴史あり?!

盆踊りでは、福岡県発の「炭坑節」や北海道発「ソーラン節」など、各地で生まれた様々な民謡が使われてきました。
この他にも、関東大震災からの復興を目指し「東京音頭」が作られたり、人気アニメではオリジナル音頭が流れるなど、盆踊りソングは

様々な場面で生まれてきました。
現在では、松平健さんやAKB48の楽曲が流れる会場もあるなど、多様な盛り上がり方を見せていますが、中にはアメリカのバンド

Bon Joviの楽曲で踊る様子が公式ツイッターで紹介、拡散されたことも。このおかげか(?)、盆踊りは海外の方にも人気のアクティビティに
なっているようです。

世界に広がるBon Dance

先祖供養を由来として誕生した盆踊りですが、今を生きる人々の交流の機会としても機能しています。地元を離れた人がお盆に帰省し、
お祭り会場で旧友と再会したり、地域の人と一緒に踊ることで、仲を深められる機会になっています。

コロナ禍の影響で静かな夏が２年ほど続きましたが、そろそろ夏祭りが再開できる日も近いかもしれません。今からYouTubeで踊り方を
マスターし、この夏の思い出を作ってみませんか?

人と人とを繋ぐツールとして

参照元
https://omatsurijapan.com/blog/howto_bonodori/ https://omatsurijapan.com/blog/pop-bon-odori/
https://hajl.athuman.com/karuta/seasonevent/000417.html https://www.yasiro.co.jp/colum/detail/colum17.html
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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

５月１日～８月３１日 18:00

９月１日～９月３０日 17:30

さくら商店の営業時間

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！

７月２４日(日) １０:３０～１２:００
さくらパル 会議室

対 象:市民 ４歳以上(在勤・在学可) ※４歳～小学３年生までは保護者同伴

費 用:1人 ３００円 ※当日徴収 ※同伴者も有料

定 員:３０名 ※先着順、定員になり次第締め切り

申込方法:右記QRコードより申込

令和４年７月５日(火) １０:００～７月１８日(月)１９:００まで

お申し込みは
コチラ→

トダアートラボ
←ホームページ

戸田メディックスとの連携事業

女性のための骨盤底筋トレーニング

対 象:中高齢女性の市民(在勤・在学可)
費 用:３００円 ※当日徴収
定 員:先着２０名
申込期間:８月 ３日(水)１０:００～

８月１９日(金)１９:００
申込方法:Web申込・電話・さくらパル受付にて

８月２７日(土)１０：３０～１１：３０

らんま先生のｅｃｏサイエンスショー

対 象:市民 ４歳以上
費 用:５００円 ※当日徴収
定 員:先着４０名
申込期間:８月 ３日(水)１０:００～

８月１４日(日)１９:００
申込方法:Web申込

８月２１日(日)１３：３０～１５：００

環境問題と科学実験をテーマにした
“知的体験型エンターテイメントショー“を
行います！

尿漏れが気になる方のための講座です。

協力：トダアートラボ

申込QRコードは
８月の広報
戸田市に掲載
されます。

申込QRコードは
８月の広報
戸田市に掲載
されます。
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戸田市文化会館 ７・８月の休館・臨時休館日:
毎週水曜日

親子ラグビー体験教室

戸田市スポーツセンター７・８月の休場・臨時休場日
７/１３(水)・７/１９(火)・８/１０(水)

文化会館大ホールでスタインウェイピアノを弾いてみませんか♪
日 時／８月５日（金）、８月９日（火）、８月１２日（金）、８月１５日（月）

①１０：００～②１１：００～③１３：００～④１４：００～⑤１５：００～
※各回１組限定、４５分間の利用となります。
※１組１回までの申込みとなります。

費 用／１名５００円
会 場／戸田市文化会館 大ホール
申込期間／７月２日（土）１０：００～７月３１日（日）１８：００

※休館日（７月は毎週水曜日）を除きます
申込方法／来館、電話、インターネット申込のいずれかにて戸田市文化会館へ仮申込みを行ってください。（先着順）

仮申込後、所定の承諾書をご提出いただき、申込確定となります。（承諾書の提出はメール・FAX・郵送可）
詳細については、戸田市文化会館ホームページ(http://www.todacity-culturehall.jp/)をご確認ください。

戸田市文化会館公式SNS
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♪

松竹全国公演「サラリーマンナイトフィーバー」
日 時／８月３０日（火）午後６時３０分～
費 用／Ｓ席６，０００円（友の会５，４００円）

Ａ席５，０００円（友の会４，５００円）
※チケット好評発売中（当日は、いずれも３００円増となります。）
※全席指定
※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。）
※団体割引あり（団体割引は、戸田市文化会館のみの取扱いとなります。）

出 演／錦織一清、純名里沙、古原靖久、渋谷天笑 ほか
会 場／戸田市文化会館大ホール
販売場所／文化会館、さくらパル２２９－１０６１、

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：５１１－７９２）、
ローソンチケット https://l-tike.com/（Ｌコード：３１６３５）
※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。

戸田市文化会館公式ホームページ

http://www.
todacity-
culturehall.jp

※さくらパルでは申込を受け付けておりませんので
ご注意ください。

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）

親子で気軽に参加できるラグビー教室を開催します🏉
経験豊富な講師の指導で、年少さんでも安全に参加できます。女の子の参加も大歓迎です◎
是非ご参加ください！

スポーツ教室参加者 追加募集

サッカー・体操・卓球・武道・スイミングなど、毎月募集している教室多数！是非ＨＰをご確認ください✨

申込期間：７月１２日（火）～１８日（月）
抽選結果発表：７月２０日（水）

申込・登録はコチラ⇒

日 時／７月３０日(土) ①９:３０～１０:４５ ②１１:００～１２:１５
対 象／親と子（子：①年少～小３ ②小２～小６）
定 員／各回２０組（１組２名）（応募者多数の場合は市内在住者優先による抽選）
場 所／戸田市スポーツセンター 陸上競技場（高温・雨天時は第１競技場で実施）
持 ち 物／タオル・飲み物・つば付き帽子・運動靴(スパイク不可)
参 加 費／１組６００円 （保険料込）
申込期間／７月１日(金)から７月１１日(月)まで
当選発表／７月１２日（火）にメールにて当落発表
申込方法／戸田市スポーツセンターホームページ「イベント情報」よりＷＥＢ申込み
問 合 せ／０４８-４４３-３５２３

〒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
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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

➤7月の抽選予約(2022年１０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）

７月 ６日（水） ７月２０日（水）
８月 ３日（水） ８月１７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
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