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	� 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。 2月の休館日：11日 ( 火 )、12 日 ( 水 )

お問合せ

入場
無料

※詳細はチラシもしくはHPをご覧ください。

ホール 14:00～16:00 ( 開場 13:30 )

ホール前 11:00 ～14:00  ※売切れ次第終了2月22日
土2020 年

さくらプラザ マルシェ

さくらプラザ利用団体・アーティスト・区民…アートに溺れる3日間

ギャラリー2月20日・21日・22日
木 金 土2020 年 20 日 ( 木 )13:00～17:00

21 日 ( 金 )10:00～17:00
22 日 ( 土 )10:00～16:00

リハーサル室 クラシックバレエ
レッスンワークショップ
①11:15 ～ 12:00  
②13:00 ～ 13:45事前予約優先

練習室 3 ハンドパンミニコンサート
演奏体験コーナー付き
①11:00 ～ 11:30 
②13:00 ～ 13:30

練習室 1 ヴァイオリン
ミニコンサート
演奏体験コーナー付き
①10:15 ～ 10:45 
②11:15 ～ 11:45

練習室 2 音響機材操作
ワークショップ
①11:15 ～ 11:45 
②13:00 ～ 13:30

練習室 4 いきいきとした
美しい笑顔になるための
顔ヨガワークショップ
①10:00 ～ 10:45 
②12:30 ～ 13:15

事前予約優先

クラシックバレエレッスンワークショップ、
顔ヨガワークショップのみ事前予約優先。
2 月 3日 ( 月 )14:00 電話予約開始。
※定員に空きがあれば当日のご参加もいただけ
    ます。

4F　ホール 4F　ホール 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

写真

サンフォーカス’94  25周年記念・講師塚原淳一と共催写真展
2/4(火) ～2/10(月) 10:00～17:00（初日13:00～/最終日～16:00）
Aで会員38点　Bで「自然の息吹」大判含め20点　乞うご期待。

サンフォーカス’94　045-813-7567（冠木）お問合せ
全席自由
1,000円

お問合せ

第54回 栄ソリスティコンサート  ～春のあしおと～
2/2(日) 14:00開演（13:30開場）
ソプラノ・ピアノ・管楽器・弦楽器のソロやアンサンブル。
【出演】城田英子、山口明子、飯塚弘志　他
【曲目】浅き春に寄せて、からたちの花、バラード第1番、トリオソナタ　他

栄ソリスティ　090-8746-4119（中野）

お問合せ

とつかのん  戸塚区演奏家協会によるガラコンサート vol.6
2/23(日) 14:00開演(13:30開場)
ピアノや独唱、ピアノ五重奏、フルート12重奏等バラエティ豊かな会。
【出演】堀内 陽子（Pf）、東郷まどか（Pf）、村上雅基（Fl）　他
【曲目】 ラヴェル：水の戯れ、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲Op.81より　他       

戸塚区演奏家協会　090-5395-7033（池田）

全席自由
前売 1,500円
当日 2,000円 お問合せ

音楽家のママたちが贈る 親子で楽しむ  0歳からの音楽会♪
2/26(水）  11:00開演（10:40開場）
泣いても、笑っても、寝ちゃっても大丈夫。歌とピアノの生演奏。
【出演】柏原 美緒（Sop）、栗原 聖子（Pf）
【曲目】ひとりぼっちの山羊飼い、パプリカ、さんぽ 他
　　　　  0歳からの音楽会♪　090-4595-8849（栗原）

全席自由
前売

一般 700円　
こども（小学生以下）300円

当日
　一般 1,000円　

こども（小学生以下）500円

お問合せ

Stairways Winterlive 2019  『咲け、宵小路』
2/28(金)18:00開演(17:30開場)
金曜日の夜に人々が集まる小路を舞台にお届けするアカペラライブ。
【出演】横浜国立大学アカペラサークル Stairways
【曲目】アカペラ
　　　　横浜国立大学アカペラサークルStairways　090-5800-2967

全席自由
前売

一般 800円
学生 500円
当日

一般 1,000円
学生 800円

全席自由
1,000円

お問合せ

歌のサロン  第257回
2/19(水) 14:00開演(13:30開場)
会場参加型の歌の会。ソロ演奏あり。
【出演】佐藤ゆり（Sp）、佐藤望（Br）、吉本康（Fg）、矢島吹渉樹（Pf）
【曲目】早春賦、春よこい、スキー、汽車ぽっぽ、どこかで春が、冬の夜

ムジカおさらぎ　0467-25-4624（佐藤）

水彩画展2020
2/13(木)～2/17(月)10:00～17:00（初日13:00～/最終日～16:00）
横山貴裕講師指導の水彩画作品展。風景、花、静物など約90点。

永彩会　080-3402-0677（阿部）お問合せ

油彩・水彩水彩

戸塚ものづくり自慢展
2/28（金）～2/29（土） 10:00～16:00
企業・区民による”戸塚ものづくり”が大集合。

戸塚区地域振興課　045-866-8413お問合せ

その他その他

油彩・水彩
彫刻・陶芸
工芸・その他

神奈川県立上矢部高等学校 卒業制作展
1/30(木) ～2/3(月) 10:00～17:00（最終日～15:00)
美術科3年専門科目の作品（100点程度）の展示。

神奈川県立上矢部高等学校　045-861-3549（田村）お問合せ

全席自由
1,000円

お問合せ

BlueLeaf 8th Concert
2/1(土) 14:00開演（13:30開場）
女声合唱団BlueLeafの8回目の単独コンサート。
【出演】BlueLeaf
【曲目】A little Jazz Mass　他

BlueLeaf　080-6513-0612（高橋）

お問合せ

名曲サロンシリーズ Vol.22　6手のためのピアノ連弾
～ザルツブルクでともに学んだピアニストたち～
2/14（金）①11:30開演 ②14:30開演
　　　　　　　　※各回15分前開場
【出演】秋山 有子(Pf)、川田 将人(Pf)、菊地 美涼(Pf)
【曲目】ビゼー：カルメン前奏曲（6手編曲版）　他 

さくらプラザ　045-866-2501

全席自由
各回 800円
定員 各回70名

 秋山有子  川田将人  菊池美涼

お問合せ

ジェントルコンサート vol.9　～コンサーティーナの調べ～
2/17(月) 15:00開演（14:30開場）
蛇腹楽器コンサーティーナ、第一人者の三浦みゆきの演奏。
【出演】三浦みゆき
【曲目】教科書から消えた日本の歌、スカボロフェア、グリーンスリーブス

ジェントル・ムジーク・クライス　090-6548-1376（小倉）

全席自由
500円

お問合せ

イリチ・モンテシーノス コンサート
2/8(土) 16:30開演（16:00開場）
フォルクローレ（南米民族音楽）の演奏。
【出演】イリチ・モンテシーノス　他
【曲目】chuclla（茅葺きの家）　他

ILICH MONTESINOS　080-4009-1504（イリチ）

全席自由
3,000円

4F　リハーサル室

お問合せ

横浜国立大学教育学部 音楽科専攻 第58回 合唱定期演奏会
2/17（月）  19:00開演（18:30開場）
4月から授業で学んできた様々な時代・ジャンルの合唱披露。
【出演】横浜国大教育学部音楽科学生
【曲目】千原英喜による合唱、メンデルスゾーン：無伴奏　他
　　　　音楽教育講座　045-339-3469

全席自由
入場無料

お問合せ

YIS BRASS CONCERT 2020
2/8(土) 14:00開演（13:30開場）
横浜国際高校吹奏楽部による演奏。
【出演】横浜国際高校吹奏楽部部員
【曲目】Alvamar Overture、たなばた　他 

神奈川県立横浜国際高等学校吹奏楽部　045-721-1438（大山）

     全席自由　
入場無料

お問合せ

うたごえ広場・戸塚クラス
2/9(日) 10:00開演(9:40開場)
名曲やポピュラーソングを楽しく歌う会。発声や歌唱指導あり。
【出演】田原 真理子、佐藤 順子
【曲目】早春賦、旅立ちの日に、アメージンググレース、アマポーラ　他

うたごえ広場  戸塚クラス　0466-50-1864(田原)

全席自由
1,000円

（初回の方  500円)
※要事前申込

お問合せ

混声合唱団ハニカムズ 25周年記念コンサート
2/29（土） 14:00開演（13:30開場）
【出演】混声合唱団ハニカムズ
【曲目】ボブ・チルコットの故郷、九ちゃんが歌ったうた、佐藤 眞の旅　他

ハニカムズ　045-881-9825（山本）

全席自由
要事前申込
要整理券

ピアニスト 坂巻 貴彦　おしゃべりコンサート Vol.21
2/29(土) ①11:00開演②14:30開演　※各回30分前開場
「ショパンとモーツァルト」をコンセプトに、おしゃべりを交えながら
演奏する。
【出演】坂巻 貴彦(Pf)
【曲目】ショパン：ワルツ 第5番 Op.42 変イ長調　他

090-3685-7164(坂巻)お問合せ

全席自由
一般 2,000円
学生 500円
(各回10名まで)

お問合せ

さくらプラザ  春の芸術祭2020
2/22(土) 14:00開演(13:30開場)
さくらプラザ推薦アーティストおよび公募によって
選ばれた団体による演奏会。
【出演】鈴木 理恵子(Vn）・若林 顕(Pf)、
　　　明治学院大学愛好会吹奏楽部　他
【内容】ヴァイオリン＆ピアノ、吹奏楽アンサンブル、箏、フォルクローレ　他
           　  さくらプラザ　045-866-2501

全席自由
入場無料
(定員 450名)

 ©Wataru NISHIDA

鈴木 理恵子  若林 顕

お問合せ

とつかフューチャーセッション 「つながり」と「つながりづらさ」
2/19(水) 10:00開演（9:45開場）
講演とワークショップを通じて「つながり」について考える会。

認定NPO法人 こまちぷらす　045-443-6700（つながりデザイン事務局）

全席自由
1,500円

全席自由
入場無料

お問合せ

第1回打楽器アンサンブルコンサート
2/9(日) 15:00開演（14:30開場）
打楽器づくしの演奏会！多彩に響く音色で皆さんを魅了します！
【出演】パストラーレ打楽器セクション
【曲目】組曲「惑星」より火星・金星・木星、トリオ・パー・ウノ　他

Pastorale Symphonic Band 打楽器セクション　080-6760-8608（浅野）

      ▶市民合唱募集
2度出演できる‼オペレッタ「こうもり」
バリトン歌手の大山 大輔さんプロデュースによるハイライトオペラに出演できる。
【指導者】松村 優吾（指揮者 /合唱指導）、大山 大輔（バリトン /演技指導）
【練習会場】さくらプラザ・リハーサル室　他
【練習期間】4月～ 11月 ※全 13 回を予定。（本番 2回を含む）
【募集期間】1月16日 ( 木 ) ～ 3月15日 (日 )申込用紙必着
【公演日】プレコンサート7月23日（木・祝）／本公演 11月21日（土）※両日14 時開演　
                   さくらプラザ　045-866-2501　　　※詳細はチラシもしくはHPをご覧ください。お問合せ

松村 優吾
( 合唱指導 )

大山 大輔
( 演技指導 )



広告

好評発売中

営業時間：10:00～22:00

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

月間スケジュール 2020年 2月号 2
Feb.

2 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。

名曲サロンシリーズ Vol.22

6 手のためのピアノ連弾
～ザルツブルクでともに学んだピアニストたち～

名曲サロンシリーズ Vol.22

6 手のためのピアノ連弾
～ザルツブルクでともに学んだピアニストたち～
    2月14日(金)
    ①11:30開演 ②14:30開演   ※各回15分前開場
      全席自由 　各回 800円（定員 各回70名）   
　  会場：さくらプラザ・リハーサル室
　  出演：秋山 有子(Pf)、川田 将人(Pf)、菊地 美涼(Pf)

    2月14日(金)
    ①11:30開演 ②14:30開演   ※各回15分前開場
      全席自由 　各回 800円（定員 各回70名）   
　  会場：さくらプラザ・リハーサル室
　  出演：秋山 有子(Pf)、川田 将人(Pf)、菊地 美涼(Pf)

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2020.1.10 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 2019 年 12 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://totsuka.hall-info.jp
info@totsuka.hall-info.jp

休館日：原則毎月第2火曜日、年末年始

■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

2 月の抽選申込月：2020 年 8月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
  ホール  ： 8/11日(火)、12日(水)、22日(土)
ギャラリー  ： 8/1日(土)～3日(月)、11日(火)、12日(水)、18日(火)～24日(月)

主催 さくらプラザ
※詳細は中面をご覧ください。

【募集期間】
1月16日(木)～3月15日(日)

申込用紙必着

２度出演できる‼
オペレッタ「こうもり」

▶市民合唱募集

※ペアチケットは2枚同時購入時のみ。  ※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証。

鈴木理恵子 室内楽シリーズ  Season2　Vol.12 
ヴィヴァルディ「四季」
& バロックの名作とハンガリーの民族色溢れる傑作達　
3月14日(土)14:00開演(13:30開場)
全席指定　一般 3,500 円／ペアチケット 6,000 円／学生 1,500 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演： 鈴木 理恵子 (Vn)、デヴィッド・ノーラン (Vn)、安田 謙一郎 (Vc)
 曽根 麻矢子 (Cemb)　他

鈴木 理恵子 デヴィッド・ノーラン

安田 謙一郎 曽根 麻矢子

 秋山  有子  川田  将人  菊池  美涼

気軽にモーツァルト！ ピアノコンチェルトを弾き振りで! 
3月21日(土) 15:00開演(14:30開場)
全席指定 　一般 3,500円／横浜市民 3,000円
 学生 1,500円／EX席（補助席・見切れ席）1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演： 野田 清隆 (Pf/Cond)
　　　サポートアーティスト／大澤 理菜子 (Vn)、早淵 綾香 (Vn)、増山 頌子 (Vc)
　　　コンサートミストレス／菊川 穂乃佳 (Vn)
　　　東京藝術大学音楽学部生、卒業生　他
※一般チケット以外はさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。学生チケットは購入時要学生証。

ⒸLeonardo  Bravo

らららん♪ドレミ シリーズ　0歳から大人まで楽しめるコンサート
Vol.8　～親子でリトミック～
3月19日(木) ①10:45開演（10:30開場）
                       ②12:00開演（11:45開場）
全席自由　各回 500 円　（0歳から有料）
定員：各回 70 名
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：市原 由里香 (リトミック)、田中 英摩帆 (リトミック)市原 由里香

主催・共催公演　チケット発売情報

さくらプラザ アートマネジメント講座X ＆ 学生応援プロジェクト
あなたの企画を叶えるための 公演制作はじめの一歩！
3月15日(日)13:30～15:30
参加無料（先着 10 組）
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
講師：ヒラルディージョ代表　大森 勇治

El Cielo2020×アストル・ピアソラ
4月24日(金)19:00開演(18:30開場)
全席指定　一般 3,000 円／ペア 5,500 円／
EX( 補助席・見切れ席 ) 1,500 円／学生 1,000 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：El Cielo2020
             桜井 大士 (Vn)、アンドレイ・カヴァッシ (Vc)、金森 基 (Bass)、高木 梢 (Pf)

高木 梢桜井 大士

金森 基アンドレイ・カヴァッシ

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」ラストシーズン　
5月22日(金)、7月3日(金)、9月18日(金)、11月6日(金)、
2021年2月26日（金）19:30開演（19:00開場）
全席指定　各回  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）他
※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。学生チケットをお買い求めの際は学生証を必ずご提示ください。

先行電話予約開始
シーズンシート(5公演セット)　

2月2日(日)14:00
各公演単独券(一般・学生)
　2月16日(日)14:00

©Wataru Nishida

名曲サロンシリーズ
Vol.23  4月29日（水・祝）ヴァイオリン デュオ コンサート
Vol.24  6月18日（木）マリンバアンサンブル 
                                        コンサート
Vol.25  10月21日（水）ホール特別公演  クラリネット、　
　　　　　　　　　 チェロ、ピアノによるアンサンブル
Vol.26  2021年1月7日（木）新春！声楽と器楽のアンサンブルコンサート
【リハーサル室】①11:30開演 ②14:30開演（15分前開場） 各回800円（定員各回70名）
【ホール特別公演】14:00開演（13:30開場）　全席指定 1,500円
※チラシは 2月上旬に配布予定

先行電話予約開始
シーズンチケット
2月8日(土)14:00

単独券
2月29日(土)14:00

2月15日(土)
14:00

先行電話予約開始

1月18日(土)
14:00 申込開始

※電話／窓口／メールフォーム
いずれかの方法で申込

1月15日(水)
14:00

先行電話予約開始

ともだちや  －あいつもともだち－
5月5日(火・祝)14:00開演（13:30開場）
全席指定　一般 2,500 円／
こども（小学生以下）1,000 円／親子ペア3,000 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：劇団うりんこ
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