
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。 5 月の休館日：11日 ( 火 )

主催・共催公演　チケット発売情報

お問合せ

ラプソディ・イン・ブルー  ～サクソフォンとピアノの響き
5/15(土)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

全席自由
前売 3,000円
当日 3,500円

Duo TAKAKI　045-410-6223 (髙木)お問合せ

FILM BRASS　090-6307-3147 (本多)

映画音楽を専門とするブラスアンサンブル。
【出演】 FILM BRASS
【曲目】 ハリー・ポッター組曲、ヒックとドラゴン2　他
お問合せ

全席自由
一般 3,000円
学生 2,500円

FILM BRASS VI
5/2(日)19:00開演(18:15開場)

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.13 
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！
5/8(土)11:00開演(10:30開場)休憩なし・約45分
【出演】 安藤 なおこ(歌のおねえさん)
【曲目】 青空のゴーサイン　他

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

全席指定
大人 1,000円
（中学生以上）
子ども 500円
（0歳から小学生）
親子ペア1,200円
（大人1枚、子ども1枚）

安藤 なおこ

オペラ映画「ばらの騎士」特別上映会
5/27(木)13:00開演(12:30開場)
R.シュトラウス作曲のオペラを映画化した歴史的な名作を上映！
エリーザベト・シュヴァルツコップ主演
カラヤン指揮／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

全席自由
前売 2,500円
当日 2,900円

楽画会（がくがかい）　03-3498-2508お問合せ

ヨコハマセブンフォト　090-1844-4796 (向山)お問合せ

ネーチャーから心象作品まで個性豊かな写真展。 写真

ヨコハマセブンフォト 2021写真展
4/27(火)～5/3(月・祝)10:00～16:00
　　　　　　　　　　(初日13:00～／最終日～15:00)

彩の会 045-911-3381 (古屋)お問合せ

日本画  第15回 彩の会展
5/4(火・祝)～5/10(月)10:00～17:00
　　　　　　　　　　(初日13:00～／最終日～16:00)
日本画教室の生徒作品隔年発表会。今回は約50点近くを展示。 日本画

東日本大震災支援イベント
6月の BIG BAND PARTY
6 月 13 日 ( 日 )14:00 開演 (13:30 開場 )
全席自由　前売 2,000 円／当日 2,500 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 横濱音泉倶楽部　他
主催：一般社団法人 横浜 JAZZ 協会  080-8450-1516
　　　復興支援音楽の会

共催
 窓口販売のみ

4月中旬
販売開始予定

コンセール・アミティエ　
第 41 回 音楽サロン plus ～心で聴き、心で歌う～
コントラバスの演奏と夏の歌をお届けします♪
6月 22 日 ( 火 )①10:45 開演／②14:15 開演　
　　　　　　　　　   各回 15 分前開場
全席自由  各回  1,000 円
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演： 吉府 充希子 (Sop)、戸嶋 優 (Cb)、西 優樹 (Pf)
主催：コンセール・アミティエ  080-1191-7703   
　　　utataisou@yahoo.co.jp

4月27日(火)9:00
販売開始

共催
 窓口販売のみ

名曲サロン シリーズVol.27
ピアノ四重奏の魅力 ～ドホナーニの世界から～
6月10日(木)14:00開演(13:30開場)  休憩なし・約60分
全席指定  一般  1,000 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：蛯名 桃子 (Vn)、川村 凜子 (Vla) 
             石井 沙和子 (Vc)、鈴木 啓資 (Pf)
曲目：モーツァルト：ピアノ四重奏曲 第 1番 ト短調 K.478
　　　ドホナーニ：ピアノ四重奏曲 嬰ヘ短調 

電話予約開始
4月18日(日)14:00

蛯名 桃子　　　      川村 凜子　 　        石井 沙和子　　        鈴木 啓資

全席自由
関係者のみ
要事前申込

医療生協かながわ生活協同組合　045-862-9834
　　　　　　　　　　　　　　　090-8318-1632 (鈴木)

神奈川エリア大学習会
5/26(水)10:00開演(9:45開場)
コロナ禍での健康づくり、組合員活動の実践と学習交流。
【講演】 東京都健康長寿医療センター　他
お問合せ

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては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。

戸塚文化協会　090-6033-1660 (中島)お問合せ

   「とつかの文化・芸術祭」
   5/20(木)～5/23(日)10:00～17:00(最終日～16:00)
戸塚文化協会 華道部・書道部・彫金部の作品展示。 書道

生け花
彫金

デジカメ・やまゆり　090-4836-8432 (相澤)お問合せ

デジカメ・やまゆり写真展
5/25(火)～5/31(月)9:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)

写真会員が撮り貯めた自然風景やスナップの感動写真を展示。

遊美会 0467-86-9316 (林)お問合せ

日本画・水墨画を楽しく学びながら「気韻生動」をめざしている。 日本画

遊美会 日本画・水墨画展
5/12(水)～5/17(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)

うたごえ広場・戸塚～皆様で楽しく歌いましょう
5/22(土)①10:00開演(9:50開場) ②11:00開演(10:50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。
【出演】 田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】 ① 花、初恋、野ばら、慕情　他
　　　 ② 空よ、やさしさに包まれたなら　他

全席自由
定員各回26名
一般 1,000円
新規各回1,000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)

4F　リハーサル室

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

残席僅少

どるちえ音楽教室　0466-90-5020 (石塚)

ピアノ・ヴァイオリン発表会
5/3(月・祝)12:00開演(11:30開場)

全席自由
入場無料
要事前申込お問合せ

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  2020年度 振替公演
「ショパンを巡る旅 2018-2020」
Vol.11   苦難を乗り越え、栄光へ
5/21(金)19:30開演(19:00開場)休憩なし・約80分
オール ショパンプログラムで贈るピアノリサイタル。
【出演】 若林 顕（Pf）
【曲目】 2つのポロネーズ　第3番「軍隊」・第4番 op.40
             バラード 　第3番 op. 47
             12のエチュード op. 25　他

全席指定
一般 2,500円
学生 1,500円

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

©Wataru Nishida

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  2020年度 振替公演
「ショパンを巡る旅 2018-2020」《全15回》
7月9日、9月17日、11月5日、2022年2月25日 ※各日すべて(金)
19:30開演(19:00開場)  休憩なし・約80分
全席指定　各回  一般 2,500 円／学生 1,500 円
                                   ※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。
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：若林 顕（Pf）他©Wataru Nishida

　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　　      ＜電話予約開始日＞　
Vol.12   コン・グラン・エスプレッシオーネ                 5月13日（木）14:00
　　　 ーピアノによるベルカントー
　　　 共演：鈴木 理恵子(Vn1）
 　  山田 百子(Vn2）
 　  鈴木 康浩(Vla）
 　  毛利 伯郎(Vc）
　　　 曲目：ピアノ協奏曲　第2番 op.21　他
 
Vol.13   偉大なベートーヴェンの影から                  6月24日（木）14:00
　　　 曲目：ワルツ 第1番 「華麗なる大ワルツ」 op.18　他

Vol.14   ロベルト・シューマンの夢と…                 9月 16日（木）14:00
　　　 曲目：幻想即興曲 op. 66　他

Vol.15   ショパン、その終に奏でられたのは…               11月  11日（木）14:00
　　　 共演：安田 謙一郎(Vc）
　　　 曲目：チェロとピアノのためのソナタ　op.65　他

《グランドピアノ…スタインウェイD-247》
さくらプラザ・ホールには、スタインウェイ・アンド・サンズ社のグランドピアノが置いてご
ざいます。しかも！グランドピアノの中でも1番大きなサイズ “フルコンサートピアノ” と呼ば
れるD-247 型です。また、スタインウェイ社はニューヨークとハンブルクに工場があり、日本
に輸入されるそのほとんどがハンブルク工場のものなのです。(もれなく当館も。)
お値段ですか？当館でお借りいただく場合は 1回 8,000 円ですが、ご購入をご検討される場
合はその何千倍ものお値段になるのではないでしょうか。ちなみに、D-247 の【247】はピ
アノの長さのことです。スタッフはもちろん、ご利用者様にも丁寧に扱っていただき約 7年間、
変わらずに最高の音色を奏でてくれています。
さくらプラザのピアノは、5月からのショパン・シリーズにご出演の若林 顕さんをはじめとする、
多くの有名ピアニスト達に触れられてきました。ホールの豊かな響きと相性が良く、皆様か
らご好評いただいています。コンサートホールのピアノはプロもアマも関係なく、誰もが演
奏することができ、奏者によって音色が変わります。あな
たが発表会で弾いたあのピアノも、きっと超有名ピアニス
トが弾いていたかも……。
　　　　　　　　　　　　（文・写真：山上由布子）

MADE IN GERMANY
HAMBURG

鍵盤の角が丸っこいのも
ハンブルクの特徴

スタインウェイ・アンド・サンズ
D-247( ハンブルク工場製造 )

Photo series from SAKURA PLAZA…



広告

好評発売中

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 2021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。

営業時間：10:00～22:00
フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2021.4.10 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 2021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://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

©Wataru Nishida

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  2020年度 振替公演
「ショパンを巡る旅 2018-2020」Vol.11   苦難を乗り越え、栄光へ
5 月 21 日 ( 金 )19:30 開演 (19:00 開場 ) 休憩なし・約 80 分
全席指定　各回  一般 2,500 円／学生 1,500 円
                           ※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。
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 若林 顕 (Pf)
曲目： バラード 　第 3番 op. 47　他

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？
《2021 年度上半期》
4月28日 ( 水 )、5月18日 ( 火 )、6月21日 (月 )、7月20日 ( 火 )、8月16日 (月 )、9月21日 ( 火 )
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
抽選申込終了。空き枠は下記のとおり受付。
【情報公開】※ホームページ・SNS・窓口にて公開
4月17日 ( 土 )12:00
【申込方法】
電話・窓口のみ受付（先着順）　※受付初日は電話優先
4月17日 ( 土 )14:00

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー LIVE 2021
4 月 17 日 ( 土 )①14:00 開演／②17:30 開演　
　　　　　　　　　   各回 45 分前開場
全席指定  各回  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
主催：Ro-Onチケット  047-365-9960

共催
 窓口販売のみ

若林 顕 セルフ・プロデュース 2021
さくらプラザ 特別ピアノリサイタル   
～冬来たりなば春遠からじ～
4 月 23 日 ( 金 )18:00 開演 (17:30 開場 ) 休憩なし・約 60 分
全席指定　2,000 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 若林 顕 (Pf)
曲目： リスト／愛の夢 第 3番、「ダンテを読んで」　他©Burkhard Scheibe 学生の皆様へ

お知らせです！

詳しくはWebで

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 )

■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

5月の抽選申込月：2021年11月利用(ホール・ギャラリー)
抽選申込できない日

ホール　    ：  4日(木)～6日(土)、7日(日)(～17:00)、9日(火)、16日(火)､21日(日)
　　　　　　 23日(火)～30日(火)
ギャラリー ： 9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。

　 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
                                                                                           2020年度 振替公演
  「ショパンを巡る旅 2018-2020」
     Vol.11   苦難を乗り越え、栄光へ
    5月21日(金)19:30開演(19:00開場)
　　　　　　　  休憩なし・約80分
　  全席指定　一般 2,500円／学生 1,500円
　　　　　　　　※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。

　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：若林 顕（Pf）

　 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
                                                                                           2020年度 振替公演
  「ショパンを巡る旅 2018-2020」
     Vol.11   苦難を乗り越え、栄光へ
    5月21日(金)19:30開演(19:00開場)
　　　　　　　  休憩なし・約80分
　  全席指定　一般 2,500円／学生 1,500円
　　　　　　　　※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。

　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：若林 顕（Pf）

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.13　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！
5 月 8 日 ( 土 )11:00 開演 (10:30 開場 )休憩なし・約 45 分
全席指定　大人 1,000 円（中学生以上）
　　　　　子ども 500 円（0歳から小学生）
　　　　　親子ペア1,200 円（大人 1枚、子ども1枚）
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 安藤 なおこ( 歌のおねえさん )
曲目： 青空のゴーサイン　他安藤 なおこ

シリーズ

2021

  　　　戸塚区民によるさまざまなジャンルの文化芸術活動を募集し、地域の賑わいに努めます。
  　　　【募集期間】
  　　　　《ホール／リハーサル室／練習室 4》
  　　　　　2022 年 1月21日 ( 金 ) ～ 1月22日 ( 土 )
  　　　　　2022 年 3月18日 ( 金 ) ～ 3月20日 (日 )
  　　　　　2022 年 3月25日 ( 金 ) ～ 3月26日 ( 土 )
  　　　　《ギャラリー》
  　　　　　2022 年 1月18日 ( 火 ) ～ 1月24日 (月 )
  　　　　　2022 年 3月    1日 ( 火 ) ～ 3月    7日 (月 )
  　　　　　2022 年 3月22日 ( 火 ) ～ 3月28日 (月 )
  　　　　　※ギャラリーについては、火曜～月曜の 1週間単位でお申込みください。
【利用特典】
　 ・さくらプラザ後援及び優先予約
　 ・さくらプラザHP・情報誌等での広報活動の協力
　※有料公演を行なう場合は、原則さくらプラザ窓口でチケット受託販売を行ないます。（手数料無料）
【応募資格】　※いずれの条件をどちらも満たす方
　・戸塚区内にお住まいの方
　・ 横浜市施設利用予約システムの会員登録（はまっこカード）をお持ちの方（団体登録・個人登録 問わず）
【募集締切】2021 年 5月9日 (日 ) 必着
※学生割引あり
※詳細はチラシもしくはHPをご覧ください。

残席僅少

今月の花：カーネーション　花言葉「無垢で深い愛」

©Wataru Nishida

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで


