



ピアノグランプリ2020 本選

揺さぶれ！魂のピアノ！〜人生の深淵から溢れだす音楽の力〜

3/1(日)12:30〜17:00(予定)

全席自由

※表彰式含む。

入場無料

予選通過16組によるピアノオーディション。

定員100名

※12:00より、さくらプラザ受付にて入場整理券配布
さくらプラザ 045-866-2501

社会福祉法人 横浜いのちの電話

春の映画会「日日是好日」

3/5(木) ①11:00開演 ②14:30開演 ③18:30開演 ※各回30分前開場
「茶道」その魅力に気付き始めた若い女性。静かな精神の大冒険。
【映画出演】黒木 華、樹木 希林、多部 未華子 他
社会福祉法人 横浜いのちの電話 045-333-6163

第1回とつか紅白歌合戦
3/7(土)13:00開演(12:30開場)

【出演】戸塚にゆかりのあるアーティスト

※連携企画「ボイスサイズ」
のみ要事前予約

& バロックの名作とハンガリーの民族色溢れる傑作達

3/14(土)14:00開演(13:30開場)

【出演】鈴木 理恵子(Vn)、デヴィッド・ノーラン(Vn)

鈴木 理恵子

ⒸYoichiro Nishimura

ヴィヴァルディ「四季」

ⒸWataru Nishida

とつかストリートライブ運営委員会事務局 045-866-8416

鈴木 理恵子 室内楽シリーズ Season2 Vol.12

デヴィッド・ノーラン

安田 謙一郎(Vc)、曽根 麻矢子(Cemb) 他

【曲目】コダーイ：ヴァイオリンとチェロのためのデュオ、

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集 Op.8-1〜4「四季」 他

※学生チケット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。
お問合せ

さくらプラザ 045-866-2501

女声アンサンブル The Mermaids 第3回演奏会
3/15(日) 15:30開演(15:00開場)
第3部：ジャズ・民謡

女声アンサンブル The Mermaids

080-5228-5723(近藤)

ハマヤクオーケストラ スプリングコンサート2020
3/17(火)18:00開演(17:30開場)

横浜薬科大学オーケストラによる第3回目の演奏会です。
【出演】悪原 至 (指揮)
【曲目】ドヴォルザーク：交響曲第8番、ハリーポッターメドレー 他
お問合せ

安田 謙一郎

曽根 麻矢子

全席指定

一般 3,500円

ペアチケット 6,000円

学生 1,500円
全席自由

東京、横浜を中心に活動する声楽アンサンブルの第3回演奏会。
【曲目】第1部：春にちなんだ邦人作品 第2部：宗教曲
お問合せ

一般 2,000円

大学生 1,500円
高校生以下
1,000円

全席自由

入場無料

ハマヤクオーケストラ 045-859-1325(谷)

気軽にモーツァルト！
ピアノコンチェルトを弾き振りで！
3/21(土)15:00開演(14:30開場)

【出演】野田 清隆(Pf/Cond)

ⒸLeonardo Bravo

全席指定

お問合せ

※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。

さくらプラザ 045-866-2501

横浜隼人中学・高等学校合唱部
3/23(月) 18:00開演(17:30開場)

第10回定期演奏会

この一年の横浜隼人合唱部の活動を集大成した令和初の演奏会。
【出演】横浜隼人中学・高等学校合唱部
【曲目】流浪の民、月からの風景、映画「アナと雪の女王」から 他
お問合せ

横浜隼人中学・高等学校合唱部

聖歌を集めグロリア少年合唱団ならではの演奏でお贈りする。
【出演】グロリア少年合唱団
【曲目】ラターのレクイエム、ファティマのアベマリア 他
グロリア少年合唱団

全席自由

入場無料

045-242-1486(宮崎)

全席自由

横浜市立飯島中学校吹奏楽部による演奏。
【出演】飯島中学校吹奏楽部員
【曲目】ディズニー・ファンティリュージョン 他
横浜市立飯島中学校

吹奏楽部

045-825-0522(松村)

全席自由
1,500円

お問合せ

音楽や演劇などの芸術活動に励んでいる若い世代を対象に、
「公共
ホールで公演を行うにはどうしたら良いのか？」
といった、企画を
実現するための知識を身につけられる講座。
【講師】ヒラルディージョ代表 大森 勇治

参加無料

先着10組
(1組3名程度まで)

さくらプラザ 045-866-2501

※各回15分前開場

音楽に合わせて歌ったり踊ったり……。
子どもの興味を引き出そう！親子リトミック♪
【講師】市原 由里香 (リトミック)、田中 英摩帆(リトミック)
【曲目】幸せなら手をたたこう、バスにのって、
音楽に合わせて絵本の読み聞かせ 他
さくらプラザ 045-866-2501

全席自由

各回500円
(0歳から有料)

写真

090-1614-6781(矢ヶ崎)

元陽会・神奈川支部の絵画展覧会
3/11(水)〜3/16(月)10:00〜18:00(初日13:00〜／最終日〜14:00)

元陽会・神奈川支部の会員等による油絵・水彩画等の展覧会を開催。
お問合せ

お問合せ

元陽会・神奈川支部

魔女のアトリエ

油彩・水彩

045-881-8255(松元)

いずみ画好会

油彩・水彩

045-851-1156(山口)

※詳細はチラシもしくはHPをご覧ください。

全席自由
入場無料

入場
無料

045-862-9343(金子)

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

うたごえ広場・戸塚クラス
3/22(日) 10:00開演(9:40開場)

全席自由

日本や世界の名曲やポピュラー曲を皆様で歌う。発声や歌唱指導あり。 一般 1,000円
【出演】田原 真理子、佐藤 順子 他
（初回の方は500円)
【曲目】早春賦、なごり雪、卒業写真、花、旅立ちの日に
※要事前申込
アニーローリー 他
うたごえ広場戸塚クラス 0466-50-1864(田原)

ジェントルコンサートVol.10
〜4人の音色が創る音楽の世界〜
3/23(月)15:00開演(14:30開場)

全席自由
500円

090-6548-1376(小倉)

懐かしい童謡・唱歌を歌って脳を活性化。歌うのが苦手な方でも、
声が出なくても大丈夫。聴くだけの参加もOK！
【出演】吉府 充希子(Sop)、内薗 環(Mez)、鈴木 陽子(Pf)
【曲目】うれしいひな祭り、さくら、春の小川 他
080-1191-7703

2020 年

木

2020 年

土

(定員 各回 60名)

土

ホール
ホール前

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
事前予約優先

練習室 1
全席自由
各回 800円

金

2 月 20 日・21 日・22 日
2 月 22 日

ピアノ、声楽、バイオリン、
ライアーの演奏家によるアンサンブル。
【出演】ムジカ・フォー・チューン
【曲目】四季の音楽メドレー、アヴェ・マリア、昼下がりのノクターン 他
ジェントル・ムジーク・クライス

油彩・水彩

080-5931-1183(吉村)

第三回合同展 いずみ画好会／白水写生会
3/24(火)〜3/30(月)10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜16:00)
お問合せ

横浜桜陽高校合唱部生徒によるコンサート。
【出演】合唱部生徒及びOB・OG
【曲目】予感、棗のうた、にじ色の魚、うたをうたってあげたい 他

コンセール・アミティエ

フォト夢とつか

地域で活動する絵画サークルの合同展。
市原 由里香

県立横浜桜陽高等学校合唱部卒業コンサート
3/20(金・祝)13:30開演(13:00開場)

お問合せ

表記が無い場合は無料で入場いただけます

魔女のアトリエの生徒たちの作品展示及び主宰者魔女の個展。

0歳から大人まで楽しめるコンサート 〜親子でリトミック〜

3/19(木) ①10:45開演 (キャンセル待ち) ②12:00開演

お問合せ

有吉 宣人

魔女とその仲間たち展
3/17(火)〜3/23(月)10:00〜18:00(初日12:00〜／最終日〜17:00)

らららん♪ドレミシリーズVol.8

お問合せ

さくらプラザ 045-866-2501

写真部門、フォト川柳部門で募集した区民の公募展です。

あなたの企画を叶えるための公演制作はじめの一歩！
3/15(日) 13:30〜15:30（全1回／約2時間 ※休憩あり）

県立横浜桜陽高校合唱部

お問合せ

参加無料
2月25日
（火）
まで申込受付中

フォト夢とつか「みんなの写真展」
3/3(火)〜3/9(月)10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜15:00)

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

お問合せ

5月5日の「ともだちや―あいつもともだち―」関連企画。
演劇を通して
「ともだち」を考えよう！
【講師】俳優 有吉 宣人
【対象】小学4年生から18歳くらいまで

3F ギャラリー

4F リハーサル室

お問合せ

こどものための芸術の学校 演劇ワークショップ
〜ともだちってなんだろう？〜
3/26(木)・27(金)・29(日) 各日10:00〜14:00 (最終日のみ15:00まで)

入場無料

045-894-2901(井上)

コンセール・アミティエ
第40回 歌声サロンplus ミニコンサート付き
3/24(火)①10:30開演 ②14:00開演 ※各回20分前開場

045-364-5101(久保)

第57回 定期演奏会「聖歌の花束」
3/26(木) 18:30開演(18:00開場)

お問合せ

横浜清陵高校吹奏楽部

入場無料

横浜市立飯島中学校吹奏楽部 第33回定期演奏会
3/30(月) 14:00開演(13:30開場)

お問合せ

一般 3,500円
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)
横浜市民 3,000円
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
学生 1,500円
【曲目】W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482
EX席 1,000円
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
お問合せ

共催

全席自由

入場無料

戸塚にゆかりのあるアーティストによる紅白歌合戦！
お問合せ

全席自由

横浜清陵高校吹奏楽部による定期演奏会。
【出演】横浜清陵高校吹奏楽部

お問合せ

ⒸShunichi Atsumi

お問合せ

全席自由
前売 1,000円
当日 1,200円

第13回定期演奏会
3/27(金) 18:00開演(17:30開場)
お問合せ

3 月の休館日：10 日 ( 火 )

第7回 区民企画事業。戸塚区民によるさまざまなジャンルの文化芸術活動を公募しました。

4F リハーサル室

4F ホール

4F ホール

お問合せ

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。

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの



練習室 2

ギャラリー

14:00 〜16:00 ( 開場 13:30 )
さくらプラザ マルシェ

11:00 〜 14:00

練習室 3

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

※売切れ次第終了

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

①11:15 〜 12:00
②13:00 〜 13:45

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

20 日 ( 木 )13:00 〜17:00
21 日 ( 金 )10:00 〜17:00
22 日 ( 土 )10:00 〜16:00

練習室 4
事前予約優先

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

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 ) より電話予約受付中。
※定員に空きがあれば当日のご参加もいただけ
ます。

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

❀ 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。

好評発売中
社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー Live 2020

4月１１日(土) ①14:00開演 ②17:30開演

14:00 公演
完売

各回30分前開場

全席指定 4,800 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー

3

月間スケジュール 2020 年 3 月号

共催

窓口販売のみ

El Cielo2020×アストル・ピアソラ
4月24日(金)19:00開演(18:30開場)

Mar.

全席指定
アンドレイ・カヴァッシ

金森 基

桜井 大士

高木 梢

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)

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）※休憩なし 約65分

2020 年度
よりスタート！

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

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
お問合せ 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。

松村 優吾
( 合唱指導 )

営業時間：10:00〜22:00

フードL.O：20:30

「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

先行電話予約開始
各公演単独券(一般・学生)
2月16日(日)14:00

▶さくらプラザ
▶横浜市市民利用施設予約システム
【窓口】戸塚区総合庁舎 4F
【TEL】045-754-4919
【HP】https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/
■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。

シーズンシート
好評発売中

3 月の抽選申込月：2020 年 9 月利用 ( ホール・ギャラリー )

※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。

抽選申込できない日

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

2018-2020」
ラストシーズン プレ講座

ホール

4月18日
（土）14:00開演（13:30開場）※休憩なし・約1時間
全席自由 1,000 円
先行電話予約開始
会場：さくらプラザ・リハーサル室
2月24日(月・祝 )14：00
定員：先着 70 名
出演：若林顕（解説・Pf）

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

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
ⒸWataru Nishida

ⒸYoichiro Nishimura

広告

info@totsuka.hall-info.jp

休館日：原則毎月第 2 火曜日、年末年始

デヴィッド・ノーラン

安田 謙一郎

3月21日(土) 15:00開演(14:30開場)

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
https://totsuka.hall-info.jp

※学生チケッ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。

全席指定 一般 3,500円／ペアチケット 6,000円／学生 1,500円

ⒸShunichi Atsumi

曽根 麻矢子

ピアノコンチェルトを弾き振りで!

(受付時間 9:00〜21:00)

福井敬 テノール リサイタル
6月13日(土)14:00開演(13:30開場)

福井 敬

3月14日(土) 14:00開演(13:30開場)

気軽にモーツァルト！

開館時間 9:00〜22:00

日本を代表するスーパー・テナー

先行電話予約開始
3月12日(木 )14:00

& バロックの名作とハンガリーの民族色溢れる傑作達

鈴木 理恵子

【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

一般 4,500 円／横浜市民 4,000 円
EX(2F 見切れ席 ) 3,000 円
学生 2,000 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：福井 敬（Ten）、谷池 重紬子（Pf）

： 8日(火)、12日(土)、16日(水)〜18日(金)、26日(土)､27日(日)(〜17:00)

ヴィヴァルディ「四季」

Vol.12

ギャラリー ： 8日(火)、15日(火)〜21日(月)、29日(火)、30日(水)

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 先行電話予約開始
単独券
Vol.24 6月18日
（木）マリンバアンサンブル
2月29日(土)14:00
コンサート
シーズンチケット
Vol.25 10月21日
（水）ホール特別公演 クラリネット、
好評発売中
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

全席指定

3 月の注目公演
鈴木理恵子 室内楽シリーズ Season2

さくらプラザ 施設 ご予約方法

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

詳しくは Web で

大山 大輔
( 演技指導 )

主催・共催公演 チケット発売情報

©Wataru Nishida

ドリンクL.O：21:00

2020 年度より、すべてのさくらプラザ
主催ホール公演にて公演当日 空席がある
場合のみ、U-22(22 歳以下 ) の方は対象
公演チケットを 1 枚【500 円】でお買い
求めいただけます。
また、事前に購入される
場合には、お得な「学生
割引チケット」もご用意
いたします。
( 一部除外公演あり )

戸塚区総合庁舎 4F

2020.2.10 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 1 月 25 日
時点での情報です

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)
さくらプラザ オリジナル オーケストラ

ⒸLeonardo Bravo

野田 清隆

