



月間スケジュール 2021 年 1 月号



Photo series from SAKURA PLAZA…

《ステンドグラス「Totsuka 宿」》

さくらプラザ・ホールの入り口横にあるステンドグラスは平山健雄さんが製作を
されました。平山さんは横浜市開港記念会館のステンドグラス修復なども手がけ
た方で、横浜市が卓越した技能を有する技能職者に称号を授与する“横浜マイス
ター”にも選ばれていらっしゃいます。

戸塚宿をモチーフにしており、
「ステンドグラスなのに和風なんですね！」
とさくら
プラザを訪れる方をいつも楽しませています。実はウナシーも隠れているので探
してみてくださいね！
現在は毎年恒例のツリーを展示中のためステンドグラスはやや見づらいのです
が、和のステンドグラス＆洋のツリーのコントラストをぜひお楽しみください。
※ツリーは12月25日まで展示予定

（文・写真：桑田 春花）

4F ホール

4F リハーサル室

●新春さくらプラザ寄席〜其の八〜

●うたごえ広場・戸塚 〜皆様で楽しく歌いましょう
1/23(土)①10:00開演(9:50開場) ②11:00開演(10:50開場)

1/9(土)13:30開演(13:00開場)

①名曲コース ②ポピュラーコース 入替制・歌唱指導有。
令和３年、初笑い。豪華真打と、新進二つ目・色物そろい踏み。
【出演】橘家 文蔵、入船亭 扇辰、柳家 小せん、立川 吉笑、北海 翼（奇術） 【出演】田原 真理子（Pf）、城至 麻奈子（Sop）
【曲目】① 早春賦、冬の星座、ペチカ 他
【チケット代】全席指定 一般 3,500円 横浜市民 3,300円
② なごり雪、異邦人、未来へ 他
学生 1,500円 ※早割の受付は終了しました。
【チケット代】全席自由 定員各回約25名 各回 一般 1,000円
【お問合せ】戸塚区民文化センターさくらプラザ 045-866-2501
初回 500円 要事前申込
【お問合せ】うたごえ広場・戸塚会場 0466-50-1864 (田原)

●とつかニューイヤーコンサート2021
1/21(木)14:00開演(13:15開場)

新年をクラシック音楽の名曲と共に。恒例の大人気公演第6弾！
【出演】遠藤 香奈子（Vn）、遠藤 和歌子（Pf）
【曲目】宮城 道雄：春の海、
ヴィヴァルディ：四季より
「冬」
「春」
、
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ 他
【チケット代】全席指定 1,500円
【お問合せ】050-3707-0033 (遠藤)

●ラプソディ・イン・ブルー 〜サクソフォンとピアノの響き
1/24(日)15:00開演(14:30開場)

髙木 玲、髙木 三保、泉 俊介、髙久 安奈、ジョイントリサイタル。
【出演】髙木 玲、髙木 三保 他
【曲目】ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー 他
【チケット代】全席自由 前売 3,000円 当日 3,500円
【お問合せ】Duo TAKAKI 045-410-6223 (髙木)

3F ギャラリー
●葉っぱの会書作品展
1/9(土)〜1/10(日)
10:00〜18:00(最終日〜17:00)

子供の書き初め、大人のかな・漢字作品を展示。
【お問合せ】葉舟書道会 080-1407-5015 (長瀬)

書道

●戸塚っ子 いきいきアートフェスティバル 第14回作品展
1/16(土)〜1/17(日)
10:00〜18:00(最終日〜16:00)

区内小中高特別支援学校の児童生徒の作品を展示。
区民広間でも開催。
【お問合せ】戸塚っ子 いきいきアートフェスティバル
実行委員会事務局 戸塚区地域振興課
045-866-8416 (山崎)

陶芸・工芸
その他（映像）

●神奈川県立上矢部高等学校 36期美術科2期生 卒業制作展
1/28(木)〜2/1(月)
10:00〜17:00(最終日〜15:00)

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。
第8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。

神奈川県立上矢部高校 36期美術科2期生による
卒業制作展。
【お問合せ】神奈川県立上矢部高校
sayuko-t@pen-kanagawa.ed.jp (竹倉)

油彩・水彩
彫刻・陶芸
工芸

新型コロナウィルスの感染拡大状況によって予定が変更になる場合が
ございます。
最新情報につきましては、
さくらプラザ ホームページ、
もしくは主催者に
お問い合わせください。

編集・発行：戸塚区民文化センター さくらプラザ

指定管理者：アートプレックス戸塚株式会社

運営企業：株式会社共立

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

❀ 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。

主催公演 チケット発売情報
● 新春さくらプラザ寄席〜其の八〜

2021年1月9日(土)13:30開演(13:00開場)
チケット代：全席指定 一般 3,500円／横浜市民 3,300円／学生 1,500円
※早割の受付は終了しました
会場：さくらプラザ・ホール
出演：

橘家 文蔵

入船亭 扇辰

柳家 小せん

電話予約受付期間
11 月 17 日 ( 火 )14：00
〜 1 月 8 日 ( 金 ) 21：00

立川 吉笑

北海 翼（奇術）

● さくらプラザ アートマネジメント講座 XI 〜プロに教わる！演奏動画の基礎の基礎〜

2021年2月22日(月) 13:00〜16:40(12:30受付開始)
受講料：1,500円
定員：30名 ※定員に達し次第受付終了。感染症の状況により変更する場合がございます。
電話予約受付期間
2021 年 1 月 13 日 ( 水 )14：00
対象：大人(高校生以上) ※18才以下の方は保護者の同意が必要です。
〜 2 月 21 日 ( 日 )21：00
会場：さくらプラザ・リハーサル室／ホール
講師：平舘 平（音楽写真家）
モデル演奏：白川 優希(ピアニスト)

公演に関するご案内
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、お席の数を制限して予約のみ承り
ます。また、2枚以上予約された場合もソーシャルディスタンスをとった座席配
置になります。(2020年12月 時点)

中止公演の情報は当館ホームページからご確認ください。
さくらプラザ HP へ➡

●2021 年 1 月の休館日：1 日 ( 金 ) 〜 3 日 ( 日 )、12 日 ( 火 )
●さくらプラザ施設のご予約方法
▶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

●2021 年 1 月の抽選申込月：7 月利用 ( ホール・ギャラリー )

抽選申込できない日→ ホール

※14 日 ( 水 ) は 17:00 閉館予定

：8日(木)、9日(金)、13日(火)、14日(水)18:00〜、24日(土)、25日(日)
ギャラリー ：13日(火)、20日(火)〜31日(土)
※変更になる場合あり。詳細はお問合せください。

■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。
新型コロナウィルスの感染拡大状況によって予定が変更になる場合が
ございます。
最新情報につきましては、
さくらプラザ ホームページ、
もしくは主催者に
お問い合わせください。

TEL : 045-866-2501
FAX : 045-866-2502
開館時間 9:00〜22:00
(受付時間 9:00〜21:00)

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

営業時間：10:00〜22:00

休館日：原則毎月第 2 火曜日、年末年始

戸塚区総合庁舎 4F

2020.12.10 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 12 月 5 日
時点での情報です

