
4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2018.5 さくらプラザ窓口で、

チケット購入が可能なもの
さくらプラザ自主事業。
予約申込、チケット購入はさくらプラザまで。 5 月の休館日：8日（火）

4F　ホール

アクリル

書道

その他

油彩

陶芸

写真

  その他

全席指定
一般2,500円
学生1,500円

シーズンシート10,000円
　　（5公演セット）

※シーズンシートは
2018年5月25日まで販売

“音楽の求道者”若林顕が誘う、3年にわたるショパンを巡る旅。
【出演者】若林 顕（Pf）
【曲目】5つのマズルカ(第5番～第9番)op.7、即興曲 第1番op.29 、
             2つのノクターン(第15番･第16番)op.55、
　　　スケルツォ第2番op.31、ポロネーズ第6番「英雄」op.53 他

全席自由
入場無料

湘南藤沢徳洲会病院　マーケティング課　080-1098-3970（鷲原）お問合せ

特別公開医療講座　首・腰や背骨の曲がりに対する最先端手術
5/19（土）11:15開演（10：00開場）
脊椎手術3500例以上、正確安全なコンピューター支援脊椎手術。
【講師】湘南藤沢徳洲会病院副院長   江原宗平

全席自由
600円

(未就学児無料）

コンセール・アミティエ　080-1191-7703お問合せ

コンセール・アミティエ　第29回  歌声サロン 
5/22（火）10:30開演（10:15開場）
童謡・唱歌を歌う。プロによるミニコンサートもあり。
【出演者】吉府充希子、山内敦子、水野利枝子
【曲目】おうま、おつかいありさん、茶摘み、かわいいかくれんぼ 他

全席自由
おやこ券2,000円

フォーラムアソシエ　045-472-7093お問合せ

おやこコンサート　ぶたくんとあそぼ
5/14（月）10:30開演（10:15開場）
長ぐつはいて、かさもって、おでかけ。体験型おやこコンサート。
【出演者】ハッピーマザーミュージック
【曲目】虹の彼方に、雨にうたえば、星に願いを、花のワルツ

全席自由
一般3,000円アリアの様な小林秀雄の歌曲を歌い、ギターで武満徹を歌う。

【出演者】根本伸子、平沢由美子、田中良一　他
【曲目】紺屋のおろく、死んだ男の残したものは、フリージア、落葉松　他

全席自由
前売り 2,500円　
当日 2,800円　

心を語る歌謡祭
5/6(日)9:40開演（9:10開場）

    根本伸子ソプラノリサイタル　日本歌曲に魅せられて
5/21（月） 14:30開演（14:00開場）

    オペラ映画「ドン・ジョヴァンニ」特別上映会
5/18（金） 13:00開映（12:30開場）

    ESTAMOS AQUI 田邉義博追悼アルゼンチンタンゴコンサート
5/12（土） 14:00開演（13:30開場）

フルトヴェングラー指揮。モーツァルトの名作オペラを映画化
した歴史的な傑作を上映。
【映画出演者】チェーザレ·シエピ、リーザ·デラ·カーサ  他
           　　      演奏：ウィーン·フィル

全席自由
前売り2,500円
当日3,000円

アルゼンチンタンゴの歌、演奏、踊りをお届けするコンサート。
【出演者】長浜奈津子、サッコ香織　他
【曲目】アルゼンチンタンゴの名曲、田邉義博のオリジナル曲

今注目すべき二人が贈る、極上のデュオ。
【出演者】趙 静（Vc）、阪田 知樹（Pf）
【曲目】メンデルスゾーン：無言歌　ニ長調　op.109、
             シューマン=リスト：献呈S.566/R.253 他

全席自由
事前申込
一般1,000円

（初回の方は500円）
うたごえ広場（カトレア会発表会）　0466-50-1864（田原）お問合せ

うたごえ広場・戸塚クラス
5/6（日）10:00開演（9:40開場）
日本の歌や世界の名曲やポピュラーソング等皆様で楽しく歌う。
【出演者】田原真理子、佐藤順子
【曲目】花の街、ビリーブ、野ばら 他　約15曲

全席自由
     前売り 2,000円　
     当日 2,500円　

Willオフィス　045-824-1812（辻）お問合せ

辻友子リサイタル　万葉のこころを歌う　第33回
5/30（水）15:00開演（14:30開場）
万葉集より大伴家持の和歌。中山晋平特集。ピアノ独奏。
【出演者】辻友子、菅原達郎
【曲目】オリジナル万葉歌、ゴンドラの唄、波浮の港、砂山　他

全席自由
入場無料

かざぐるま歌謡グループ発表会　045-443-5203（松本）お問合せ

かざぐるま歌謡グループ発表会
5/29（火）10:30開演（10:00開場）
歌謡教室の年1度の発表会。月1曲ずつ仕上げた曲を発表。
【出演者】教室の生徒及び一般出演希望者
【曲目】糸、慕情、別れの朝、新庄恋しや、命の花よ　他

全席自由
入場無料

全席自由
入場無料

全席自由
入場無料

横浜うた友の会　　070-5012-5547（近藤）

全ての歌に自作ナレーション朗読にて歌唱が始まります。
【曲目】愛をありがとう、男の友情、契り、なみだの桟橋、
　　　いい日旅立ち

全席指定
一般3,000円

ペアチケット5,000円

全席指定
一般2,000円
こども1,000円
親子ペア1,800円

オペラクラブアリオーゾ　050-3792-2371（川上）お問合せ

楽画会　03-3498-2508お問合せ

ヒラルディージョ　070-6632-8367(大森)お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

湘南・歌う会　0466-25-7625（関口）お問合せ

（詳細はお問合せ下さい）
さくらプラザ　045-866-2501 お問合せ

戸塚文化協会　090-8009-4180（西川）

「とつかの文化·芸術祭」
  5/24（木）～5/27（日）10:00～17:00（最終日16:00まで）
戸塚文化協会の華道部、書道部、陶芸部、美術部の作品を多数展示。
お問合せ

戸塚写想　090-3095-5359（岡田）

　 ロコ・サトシ 画業40周年記念展ー Rocco’s Arting World 2018 ー 
5/30（水）～6/10（日）10:00～19:00

戸塚写想　展示会 Vol.3
5/15（火）～5/19（土）9:00～17:00（初日12:00から/最終日16:00まで）

ウォールペイントの第一人者であるロコ・サトシの個展。
会期中、会場内でライブペイント・ワークショップ開催予定。

写真、羊毛フェルト、和田正宏特別展示。最終日ギャラリーコンサートあり。

彩林会　045-322-5663（田辺）

お問合せ

お問合せ

彩林会展
5/9（水）～5/14（月）10:00～17:00（初日13:00から/最終日16:00まで）
日本画同好会で「気韻主動」を目標とし、楽しく学んでいる。

龍樹会　045-803-1561（木下）お問合せ

第23回　龍樹会・能乃面展
5/4（金・祝）～5/7（月）10:00～17:00
能・狂言面の展示。

日本書法研究会　045-512-6483（塚原）お問合せ

神奈川大学マンドリンアンサンブル　090-3088-3677（小松）お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501

第45回会員選抜清硯書展
5/1（火）～5/7（月）10:00～18:00（初日13:00から/最終日17:00まで）
漢字・かな・近代詩文と広い分野の創作書道小作品中心の展示。

神奈川大学マンドリンアンサンブル&OBジョイントコンサート
5/26（土）17:30開演（17:00開場）

第14回　湘南・歌う会コンサート
5/28（月）13:30開演（13:00開場）
シャンソン、カンツォーネ、ポップス、ラテン、ジャズ、歌曲　他
【出演者】湘南・歌う会32名

      若林顕セルフ·プロデュース　ショパン：全ピアノ作品シリーズ　
    ショパンを巡る旅 2018-2020 Vol.1
5/25（金）19:30開演（19:00開場）

     趙静&阪田知樹 デュオコンサート
5/9（水）18:30開演（18:00開場）

     劇団俳協ミュージカル　あらしのよるに
5/3（木·祝）  ①11:00開演 ※未就学児入場可
　　　           ②14:00開演 ※未就学児入場不可       (各30分前開場）

ともだちなのにごちそう！？オオカミとヤギの不思議な友情物語。
【出演者】劇団俳協

お問合せ

お問合せ

3F　ギャラリー 表記がない場合は無料で入場いただけます

その他

その他

その他

4F　リハーサル室

懐かしの曲、耳なじみのある曲を癒しのマンドリン演奏でお届け♪
【曲目】ロシア民謡、浜辺の歌、カントリーロード、アニメソング　他

主催公演　チケット発売情報

書道

入場料：一般 500円
高校生以下 無料　
※要学生証

4月26日(木) 14:00
電話予約開始

7月21日（土）①11：00開演 ②14：00開演
全席指定　各回 一般 1,500円／こども 500円  
公演時間：各回約70分
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：T.J.P.P.A.L（ティー・ジェイ・パル）

夏休みファミリーコンサート
ワンダードラム パフォーマンス

名曲サロンVol.15

Flute  Quartet  fruce 
　～華やかなる調和～
8月9日（木）①11:30開演 ②14:30開演
全席自由　各回800円
公演時間：各回約45分
定員：各回70名
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：Flute  Quartet  fruce 

6月14日(木)14:00
電話予約開始

チョウ チン　      さかた     ともき

フルート　　カルテット　　フルーチェ

※2歳未満ひざ上鑑賞の場合無料。
　ただし座席が必要な場合は有料。

※各回休憩なし、85分公演。

　（栗原 響子、早川 愛里、平松 育実、三浦 千佳）

さくらプラザ オープンデー 2018
7月21日（土）10:00～16:00（予定）
※イベントの詳細はチラシ（5月下旬配布予定）をご覧ください。



好評発売中

営業時間：10:00～22:00

さくらプラザ主催公演 ご予約・お問合せ
TEL : 045-866-2501

月間スケジュール 2018年 5月号 5
May.

5 月の注目公演

❀ 各公演の詳細はチラシまたはさくらプラザまでお問合わ
せください。
❀ チケットが完売している場合もございます。

若林 顕セルフ・プロデュース  
ショパン：全ピアノ作品シリーズ
Vo l.1   諸君、脱帽したまえ、天才だ…！
5月25日(金) 19:30開演
全席指定　一般2,500円　学生1,500円
　　　　　シーズンシート（5公演セット）10,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：若林 顕（Pf） 

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2018.4.10 発行 
戸塚区民文化センターさくらプラザ     
※この掲載内容は 2018 年 3月25日
　時点での情報です

 TEL : 045-866-2501  
FAX : 045-866-2502

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17　戸塚区総合庁舎 4F

開館時間 9:00～22:00 
(受付時間 9:00～21:00)

https://www.totsuka.hall-info.jp
info@totsuka.hall-info.jp

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17　戸塚区総合庁舎 4F

休館日：原則毎月第2火曜日

■ご予約には「はまっこカード」IDが必要です。
■ホール・ギャラリーは空き区分に限り、個人登録での利用申込も可能です。
■窓口でのご予約の場合は施設利用料のお支払いを伴います。
■詳しくはさくらプラザまでお問合せください。

さくらプラザ 施設 ご予約方法
▶横浜市市民利用施設予約システム
【TEL】045-754-4919
【HP】https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/

▶さくらプラザ
【窓口】戸塚区総合庁舎 4F

抽選申込できない日
5月の抽選申込月：2018 年 11 月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　  ：4日（日）、11日（日）、13日（火）、15日（木）～1７日（土）、
　　　　　　24日（土）
ギャラリー  ：13日（火）、28日（水）～30日（金）

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

若林 顕セルフ・プロデュース  ショパン：全ピアノ作品シリーズ
ショパンを巡る旅 2018-2020《全 15 回》
【Vol.1】5 月 25 日 (金)
【Vol.2】7 月 27 日 (金)
【Vol.3】9 月 28 日 (金)
【Vol.4】11 月 16 日 (金)
【Vol.5】2019 年 2月 8日 (金)　　　各回19:30開演
全席指定　一般 2,500円／学生1,500円
　　　　　シーズンシート（5公演セット） 10,000円
　　　　　　　　   ※学生チケット・シーズンシートはさくらプラザのみ取扱い
　　　　　　　　   ※シーズンシートはVol.１ 公演当日（2018年5月25日）まで販売いたします。

会場：さくらプラザ ・ホール
出演：若林 顕（Pf）
共演：Vol.2 藤森  亮一（Vc）、Vol.4 鈴木 理恵子（Vn） 他

©Wataru Nishida

名曲サロンVol.13　ピアノを楽しむ時間
4月24日(火) ①11:30開演 ②14:30開演  ※各回キャンセル待ち
全席自由　各回800円
公演時間：各回約45分
定員：各回70名
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：林  朝美（Pf）

チョウ  チン さかた　  ともき

趙 静＆阪田 知樹  デュオコンサート
5月9日(水)18:30開演
全席指定　一般 3,000円／ペアチケット 5,000円（2枚同時購入時のみ）
会場：さくらプラザ・ホール
出演：趙 静 （Vc）、阪田 知樹（Pf）

©HIDEKI NAMAI

入場料　500円　高校生以下無料　※要学生証
会場：さくらプラザ・ギャラリー

東日本大震災支援イベント
6月のBIG BAND PARTY
6月17日(日)14:00開演
全席自由　前売り 1,500円／当日 2,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：Akasaka Swing Orchestra 他

前橋汀子プロデュースVol.9　ヴァイオリン  珠玉の名曲集4
6月10日(日)14:00開演
全席指定　一般 3,500円／戸塚区民 3,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：前橋 汀子 ( Vn )、 ヴァハン・マルディロシアン ( Pf )
※先行抽選申込終了。キャンセル分・見切れ席・補助席を販売

©篠山紀信

劇団俳協  ミュージカル　あらしのよるに
5月3日(木・祝) ①11:00開演 ※未就学児入場可
　　　　　　    ②14:00開演 ※未就学児入場不可
全席指定　 一般 　　（中学生以上）         2,000円
　　　　   こども　　（小学生以下）       1,000円
　　　　 親子ペア（一般1枚+こども1枚）1,800円
公演時間：各回休憩なし  約 85 分
会場：さくらプラザ・ホール
出演：劇団俳協

名曲サロンVol.14　
荒川  洋&荒川  知子 ファミリーアンサンブル  コンサート
　　　　　　　　　　　　　家族の絆とともに贈る音楽のあるひととき
6月23日(土) 14:00開演
全席指定　  一般         　　  
　　　　　こども     （ 3歳～中学生以下）　  　
　　　　   親子ペア  （一般1枚＋こども1枚）           
会場：さくらプラザ・ホール
出演 ： 荒川 洋＆荒川 知子ファミリーアンサンブル
             荒川 洋（Fl）、荒川 知子（Rec）、荒川 健秀（Fl&Rec）、荒川 幸子（Pf）

(新日フィルフルート奏者)　　(リコーダー)

2,500円
1,000円
3,000円

ロコ·サトシ 画業40周年記念展 ー Rocco’s Arting World 2018 ー 
5月30日(水)～6月10日(日)10:00～19:00（会期中無休）

©Wataru Nishida

会場：さくらプラザ・ホール会場：さくらプラザ・ホール
出演：若林 顕（Pf） 出演：若林 顕（Pf） 

共催
窓口販売のみ


