
共催

横浜ステップアップ歌謡祭　080-5403-9544(小林)

うたの力～歌は心のビタミン～
4/17(金)14:00開演(13:30開場)
発表会カラオケ・ゲスト歌謡HANZOワールド（生バンド）。
【出演】HANZO、ケイ 潤子、田島 麻美
【曲目】スサノオ、くちびるの花、閨の月影
　　　  雨のドラマ、鴨池橋にて

指定席 3,000円
自由席 2,000円

お問合せ

かながわ音楽コンクール事務局　045-227-0779

第36回 かながわ音楽コンクール  フルート部門  第1次予選
4/18(土)10:30開演(10:00開場)
県内最大規模の音楽コンクール。
中学生以上のフルート奏者が集結。

全席自由
入場無料

お問合せ

全席自由
1,000円

定員：先着70名

さくらプラザ　045-866-2501

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 プレ講座
4/18(土)14:00開演(13:30開場)※約60分
5月よりスタートするラストシーズンをさらに楽しむ
ための、ピアニスト 若林顕による演奏付きショパン
講座。
【出演】若林 顕(解説・ピアノ)
お問合せ ©Wataru Nishida

4F　ホール
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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。 4 月の休館日：14日 ( 火 )

好評発売中

 水彩

お問合せ

湘南グループ  日本のうた・歌・詩　045-846-6898（長島）

湘南グループ  日本のうた・歌・詩   春のコンサート
4/12(日)14:00開演(13:30開場)
声楽家による唱歌・抒情歌・新作歌曲等の日本歌曲のコンサート。
【出演】加藤 由美子、桑田 葉子、長島 和美　他
【曲目】さくら（新曲）、小さな空、ゆく春
　　　  カピバラさん（新曲）、ソーラン節　他

全席自由
2,000円

お問合せ

アウフツィーエン第41回演奏会
4/1(水)14:00開演(13:30開場)
独唱・合唱。
【出演】佐藤 ゆり、アンサンブル海の星　他
【曲目】リューのアリア、祈り、教会アリア
　　　   君は花の如し、白い歌青い歌　他

全席自由
入場無料

アウフツィーエン研究会　0467-25-4624(佐藤)お問合せ

共催
 窓口販売のみ

東京労音府中センター　042-334-8471

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLive 2020
4/11(土)①14:00②17:30※各回30分前開場
毎日TV画面から流れ出る あの人この人 いじり倒す！
【出演】社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパー
お問合せ

全席指定
各回 4,800円 
※14:00の回完売

3F　ギャラリー　　　　　　　　　　　　　表記が無い場合は無料で入場いただけます      　　

ジェントルコンサーVol.11  ～ライアーデュオの贈り物～
 4/21(火)15:00開演(14:30開場)
結成10年、2台のライアーが織りなすやさしい春の響き。
【出演】 リラ・コスモス
【曲目】 埴生の宿、ふたたび（千と千尋の神隠しより）
　　　  朧月夜

ジェントル・ムジーク・クライス　090-6548-1376(小倉)お問合せ

全席自由
500円

予約不要・先着順

全席指定
一般 3,000円
ペア 5,500円
EX 1,500円
(補助席・見切れ席)

学生 1,000円
さくらプラザ　045-866-2501

El Cielo2020×アストル・ピアソラ
4/24(金)19:00開演(18:30開場)
情熱的なピアソラの音楽を魂で感じる新感覚の
クラシックコンサート。
【出演】El Cielo2020
【曲目】アディオス・ノニーノ
　　　   リベルタンゴ　他
お問合せ

高木 梢

桜井 大士

金森 基

アンドレイ・カヴァッシ

ピアノおさらい会
4/4(土)13:00開演(13:00開場)
ピアノ・ヴァイオリンの生徒さんによる演奏。
【曲目】 ショパン　スケルツォ第2番　他

全席自由
入場無料

清水 皆子ピアノ教室　045-814-1426お問合せ

知の会　045-864-3280(長谷川)お問合せ

「知の会」水彩画展
4/22(水)～4/27(月)10:00～18:00(最終日～16:00)
透明水彩画展。

水彩

千墨会　090-8561-1839(井上)お問合せ

第26回千墨会水墨画展
4/29(水・祝)～5/4(月・祝)10:00～18:00(最終日～16:00)
水墨画、墨彩画による額、軸装、うちわ、色紙、スカーフ等展示。

 水墨画

タイルモザイク展　045-861-0819(原)お問合せ

第37回  エターナルアート・モザイク展
4/16(木)～4/20(月)11:00～18:00(最終日～15:00)
モザイク作品の展示。

工芸

現代美術家協会 神奈川支部　090-3331-5415(及川)お問合せ

神奈川現展卯月展
4/1(水)～4/6(月)10:00～17:00(最終日～16:00)
現代美術作品を気楽に観て頂きたい作品展。

油彩・彫刻
写真・工芸

遊美会　045-871-0616(高木)お問合せ

遊美会展
4/7(火)～4/13(月)10:00～17:00(初日13:00～ 最終日～16:00)
「気韻生動」をモットーに、日本画、水墨画を学んでいるグループ。

日本画
水墨画

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
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（一般 1枚、こども1枚）
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：劇団うりんこ

4F　リハーサル室

ヴェラーチェ オカリナ・コカリナ　045-845-0265(福田)

第12回 ヴェラーチェ オカリナ・コカリナ フェスタ
4/26(日)12:30開演(12:00開場)
オカリナ・コカリナのアンサンブル演奏。
【出演】ベッラ陶音、浜っ木、彩音　他
【曲目】花、さくらさくら、もののけ姫、アレルヤ
　　　  ラストダンスは私に　他
お問合せ

全席自由
入場無料

にしもとりえ絵本コンサート
4/25(土)①10:45開演(10:15開場)  ②13:00開演(12:40開場)
ピアノとフルートの演奏と絵本コンサート。
【出演】 西本 梨江、桑野 千尋、島田 洋江
【曲目】トルコ行進曲、くまばちの飛行、となりのトトロ　他

全席自由
一般1,800円
こども（小学生）

600円
0歳児無料

アール・ミューズ合同会社　045-853-1512(西本)お問合せ

うたごえ広場・戸塚クラス・8周年記念の会
 4/12(日)10:00開演(9:40開場)
名曲やポピュラー曲を楽しく歌う。ソプラノ二重唱演奏あり。
【出演】 田原 真理子、城至 麻奈子、高津 有里
【曲目】 花の街、花（滝廉太郎）、恋はやさし野辺の花よ
　　　  瑠璃色の地球　他

うたごえ広場 戸塚クラス　0466-50-1864(田原)お問合せ

全席自由
一般 1,000円
初回の方 500円
要事前申込

「荒井 恵美  春・Spring Live」
 4/26(日)16:30開演(16:10開場)
春の愛唱歌からオペレッタの曲まで、お客様参加有りのライヴ。
【出演】 荒井 恵美（歌）、菅原 達郎（ピアノ）
【曲目】 花かげ、鱒、庭の干草、you raise me up

ムジーク・レア　090-4427-0972(瀬川)お問合せ

全席自由
前売2,500円
当日3,000円

全席自由
各回 800円

シーズンチケット
3,000円

(シリーズ4公演
セット)

さくらプラザ　045-866-2501

名曲サロンVol.23 ヴァイオリン デュオ コンサート
4/29(水・祝)①11:30開演  ②14:30開演 ※各回15分前開場
【出演】さくらプラザ サポートアーティスト
　　　   大澤 理菜子(ヴァイオリン)、
　　　   早淵 綾香(ヴァイオリン)
【曲目】シュポア：2つのヴァイオリンの
                 ための二重奏曲Op.39-1　他
お問合せ

大澤 理菜子 早淵 綾香
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※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

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） ※キャンセル待ち
                       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



広告

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 4月号 4
Apr.

4 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。

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

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

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2020.3.10 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 2020 年 2 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

4 月の抽選申込月：2020 年 10 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

ホール　    ： 3日(土)、5日(月)、8日(木)～11日(日)、13日(火)､20日(火)、21日(水)、23日(金)
　　　　　　 24日(土)
ギャラリー ： 1日(木)～13日(火)　            ※変更になる場合がございます。 詳細はお問い合わせください。

3F　ギャラリー　　　　　　　　　　　　　表記が無い場合は無料で入場いただけます      　　

2020 年度
よりスタート！

詳しくはWebで

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 )

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 )

主催・共催公演　チケット発売情報

好評発売中

日本を代表するスーパー・テナー
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)
全席指定　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）
※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。福井 敬

先行電話予約開始
3月12日(木)14:00

さくらプラザオペラシリーズ  Vol.2 
今日からあなたもオペラデビュー!!
 60分で味わうオペレッタ「こうもり」の魅力 
トークとドイツ語歌唱によるプレコンサート
ヨハン・シュトラウス2世 作曲　
7月23日(木・祝)14:00開演(13:30開場)
全席指定　1,500 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：大山 大輔（ナビゲーター・ファルケ役）
　　　村上 敏明（アイゼンシュタイン役）
　　　柴田 紗貴子（ロザリンデ役）
　　　長島 由佳（アデーレ役）
　　　さくらプラザ市民合唱団 2020
　　　巨瀬 励起（ピアノ）

先行電話予約開始
5月14日(木)14:00

大山 大輔 村上 敏明

柴田 紗貴子 長島 由佳

巨瀬 励起

©M
asatoOkazaki

©yoshinobu fukaya

高木 梢 (Pf)桜井 大士 (Vn) 金森 基 (Bass)アンドレイ・
カヴァッシ (Vc)

憧れのスタインウェイ・フルコンサートピアノをさくらプラザ・ホールで弾いてみませんか？
スタインウェイを弾いてみませんか？
《2020 年度上半期》
4月13日 (月 )、5月11日 (月 )、6月10日 ( 水 )
7月 8日 ( 水 )、8月18日 ( 火 )、9月16日 ( 水 )
各日10:00 ～ 20:00　　
各 1時間／合計 10コマ
利用料金　2,500 円／ 1時間
応募締切：3月15日 (日 ) 必着
応募用紙に必要事項をご記入の上、さくらプラザ
受付窓口にご持参いただくか、FAX・郵送でお申込ください。
※Webフォームからも応募いただけます。

東日本大震災支援イベント
6月の BIG BAND PARTY
6 月 7 日 ( 日 )14:00 開演 (13:30 開場 )
全席自由　前売 1,500 円／当日 2,000 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 横濱音泉倶楽部
　　　横浜市立秋葉中学校吹奏楽部　他

共催
 窓口販売のみ

発売開始
4月1日(水)9:00

らららん♪ドレミ シリーズ  Vol.9
0歳からのコンサートデビュー 
～なおちゃんと一緒！みんなでうたってあそぼ！～
6月4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：安藤 なおこ( 歌のおねえさん )安藤 なおこ

先行電話予約開始
4月15日(水)14:00
※支払期限 5月28日（木）21:00

シリーズ

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。©Wataru Nishida


