
4F　ホール

Photo series from SAKURA PLAZA…
《練習室2　ギターアンプのチャンネル》
練習室2常設のギターアンプMarshall MG102FXの特徴は、
4チャンネル仕様であることです。簡単に言うと4種類のアンプが
1つの箱に入っているということです。
左図の赤枠部分がチャンネルの状態を示しています。
① CLEANチャンネル（左ランプ：緑　右ランプ：消灯）
　 歪みの無いクリーンな音を作るチャンネル。
　 カッティング主体や、ジャズなど歪んでほしくないプレイ向き。

② CRUNCHチャンネル（左ランプ：赤　右ランプ：消灯）
　 クリーン～軽い歪みまでをカバーできるチャンネル。
　 ピッキングの強弱で歪みをコントロールするブルース向き。

③ OD-1チャンネル（左ランプ：消灯　右ランプ：緑）
　 軽めの歪み～ロック全般のいわゆる「ザ・歪み」のチャンネル。
　 ゲイン次第で大概のロックならほとんど行けます。

④ OD-2チャンネル（左ランプ：消灯　右ランプ：赤）
　 強力な歪みを生み出すチャンネル。ゴリゴリに歪みます。
　 ハードロックからヘヴィ・ラウド向き。
ギターの音はアンプで決まります！色々お試しください！
                                   （文・写真・イラスト：勝間田 努）
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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。 9 月の休館日：14日 ( 火 )

お問合せ

小倉音楽教室　090-6548-1376 (小倉)

子供も大人も楽しめるライアー演奏と歌。物語と音楽のコラボ。
【出演】 小倉 さちこ、井上 ゆり子
【曲目】  ジュトゥヴ、うみ、ゆりかごの歌、ブルグミュラー練習曲より 他

全席自由
一般 500円
小学生100円

お問合せ

4F　ホール 主催・共催公演　チケット発売情報

4F　リハーサル室

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。

全席指定
2,000円

さくらプラザ　045-866-2501

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よるプレ コンサート
9/4(土)14:00開演(13:30開場)　休憩なし・約60分
【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）
              水谷 有南（ロザリンデ役）、長島 由佳（アデーレ役）
              巨瀬 励起（Pf）
お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501

名曲サロン シリーズVol.28
トロンボーンカルテット虎徹 ～スライドから生まれる魂の響き！～
9/8(水)14:00開演(13:30開場)　休憩なし・約60分
【出演】 トロンボーンカルテット虎徹
              覚張 俊介(Tb)、竹内 優彦(Tb)、飯田 智彦(Bass Tb)
              賛助出演 小篠 亮介(Tb)
【曲目】 美空ひばり メドレー(編曲：竹内 優彦)、
              福田 洋介：さくらのうた、高嶋 圭子：古都三景　他

全席指定
1,000円

お問合せ

覚張 俊介 竹内 優彦

飯田 智彦 小篠 亮介

東京音協・木村音楽事務所　https://t-onkyo.co.jp/

木村 大　ギターコンサート
“memory-go-round”
9/11(土)14:00開演(13:15開場)
クラシック・ギター界のプリンスが奏でる
”大人のための子守唄”
【出演】 木村 大(Gt)、木村 祐(Gt)
【曲目】 宮沢賢治：星めぐりの歌、
　　　  イングランド民謡：グリーンスリーブス　他

全席指定
一般 3,800円
横浜市民 3,000円
学生 1,000円

お問合せ

共催
 窓口販売のみ

APA東横線例会「秋のコンサート」
9/5(日)13:30開演(13:00開場)
アマチュア演奏家協会東横線例会会員達による室内楽コンサート。
【出演】 荒井 隆、川目 由紀子、加藤 広子　他
【曲目】 メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲  第2番
                      スーク：ピアノ四重奏曲　他

全席自由
入場無料

エイパ東横線例会　080-1252-9505 (坂野)お問合せ

さやか音感ピアノ教室　090-9837-2558 (シマダ)

嶌田さやかと小池ストリングスによる独奏～五重奏コンサート
9/19(日)14:00開演(13:30開場)
ピアノ独奏、弦楽器との二重奏～五重奏まで段々増えるコンサート。
【出演】 嶌田 さやか＆小池ストリングス
【曲目】 ドビュッシー：花火、サンサーンス：白鳥、シューマン：五重奏　他

全席自由
一般 2,500円

中学生以下 1,500円

お問合せ

ザ ミュージックセンター ジャパン ジョイントリサイタル
9/24(金) ①13:00 ②15:30 ③18:30　※各回15分前開場
ピアノ・声楽・楽器のクラシックコンサート。
【出演】 客演 安田 英主(Pf)　他
【曲目】 ショパン、シューベルト他  名曲多数

全席自由
2,500円

三部制通し券

お問合せ The Music Center Japan　090-7423-8050 (中西)

ピアノコンサート
9/26(日)13:00開演(12:30開場)
音大卒のピアニスト達によるピアノ名曲コンサート。
【出演】 野口 公子、加藤 春美、松井 菜生子　他
【曲目】 ショパン：スケルツォNo.2、スクリャービン：ソナタNo.2
         　  シューマン：花の曲
お問合せ 楽しく弾こう会 Dolce do Kimiko　0467-24-7203 (野口)

全席自由
入場無料
要事前申込

一般財団法人日本演奏家協会　0467-23-6589

第23回日本演奏家コンクール  本選
9/27(月)～30(木)各日13:00開演(12:30開場)※予定
クラシックによるコンクール。
【出演】 コンクール出場者

全席自由
入場無料

お問合せ

とつかダンスコンテスト　ダンス講習会
9/19(日)13:00開演(12:50開場)
プロダンサーが「Tsu-ka-toダンス」の振付けを教える講習会。
【講師】 Q-TARO
お問合せ

全席自由
参加無料
要事前申込

戸塚区地域振興課　045-866-8416

うたごえ広場戸塚
9/25(土) ①10:00開演 ②11:00開演　※各回10分前開場
①名曲コース   ②ポピュラーコース   感染防止対策徹底・指導有。
【出演】 田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】 ① 旅愁、エーデルワイス、初恋　他
　　　 ②  花は咲く、恋は水色、慕情　他

全席自由
各回

定員 26名
一般 1,000円
新規 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)

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

とつか美術会　090-4711-7121 (折茂)お問合せ

洋画、日本画、写真の区民美術展
9/29(水)～10/4(月)10:00～18:00(最終日～16:00)
区民の小学生～一般の方の作品を公募しギャラリーに展示する。

油彩・水彩
写真・貼絵

横浜鶴写会　080-1201-0475 (藤谷)お問合せ

第55回  横浜鶴写会 (旭支部)   写真展
 9/15(水)～9/20(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)
会員ひとり一人の自由で多様な作品を展示。

写真

第121回   戸塚区美術協会絵画展
9/22(水)～9/27(月)10:00～18:00(最終日～15:00)

戸塚区美術協会　045-861-0459 (田中)
戸塚区美術協会会員による絵画展　油彩・水彩画など　約80点。
お問合せ

油彩・水彩
アクリル等

デジフォト・風　045-881-7186 (石井)お問合せ

コロナ禍、一年間苦労した写真の発表の場としたい。

写真第28回「デジフォト・風」写真展
 9/7(火)～9/13(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～15:00)

コンセール・アミティエ
第42回  音楽サロン  plus  ～心で聴き、心で歌う～
9/28(火) ①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場
サックスの演奏と秋の歌をお届けします。
【出演】 吉府 充希子（Sop）、田辺 陽子（Sax）、近藤 佳子（Pf）
【曲目】 赤とんぼ、紅葉、ピアソラ：リベルタンゴ　他
お問合せ コンセール・アミティエ　080-1191-7703

全席自由
各回 1,000円

共催
 窓口販売のみ

①は完売御礼

こどものための芸術の学校
とつかおやこフェスタSpecial!    おやこでタップタップタップ
9/12(日) ①10:00 ②11:15 ③13:00　※各回15分前開場
スニーカーで気軽に体験できる約45分間の親子向け
タップダンスワークショップ。
【講師】Batt(タップダンサー・俳優・振付師・インストラクター)

8/22(日)14時より
電話受付(先着順)
参加無料
要事前申込

お問合せ さくらプラザ　045-866-2501

※7月25日時点の情報です。
　都合により変更になる場合がございます。

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？
抽選申込受付 2021 年 7月20日 ( 火 ) ～ 8月31日 ( 火 ) 必着
Web申込は同日21:00 締切　
空き枠公開：10月9日 ( 土 )12:00 ～　/　空き枠予約：10月9日 ( 土 )14:00 ～　

詳しくはこちら→

©Wataru Nishida ※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。

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》
Vol.14   11月5日(金)　            　　 9月16日(木) 14:00～  電話予約開始
Vol.15   2022年2月25日(金) 　 　11月11日(木)14:00～  電話予約開始
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
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：若林 顕（Pf）他

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」2020年度 振替公演
Vol.13  偉大なベートーヴェンの影から
9/17(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

お問合せ

【出演】 若林顕（Pf）
【曲目】 ワルツ 第1番 「華麗なる大ワルツ」 op.18　他

©Wataru Nishida

横濱ジャズプロムナード2021  連携企画
ムーンライト・セレナーデ
永遠のグレン・ミラー・サウンド
10月17日(日) 14:00開演(13:30開場) 
全席自由　前売 3,000 円／当日3,500 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：宮本剣一ビッグバンド
主催：社 ) 横浜 JAZZ 協会 / 復興支援音楽の会
TEL：080-8450-1516

共催
 窓口販売のみ

9月1日(水)
9:00～

販売開始予定

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

さくらプラザオペラシリーズVol.2　
日本語で味わうオペレッタ「こうもり」
～台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版～  ヨハン・シュトラウス2世 作曲
10月30日(土)14:00開演（13:30開場） 
全席指定　一般 4,000円
　　　　　横浜市民 3,500円
　　　　　学生1,500円
　　　　　EX 2,000円(2F見切れ)
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：大山 大輔（ファルケ）
　　  村上 敏明（アイゼンシュタイン）
           柴田 紗貴子（ロザリンデ）長島 由佳（アデーレ）
　　  巨瀬 励起（Pf）

8月12日(木)
14:00～

電話予約開始

※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。



■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 ( ホール・ギャラリー・リハーサル室・練習室 ) 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

9 月の抽選申込月：2022 年 3月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
ホール　     ： 1日(火)(13:00～)、4日(金)(～17:00)、8日(火)、11日(金)、12日(土)
　　　　　　  19日(土)(13:00～)、23日(水)、26日(土)
ギャラリー  ： 1日(火)～8日(火)、22日(火)～27日(日)

≪ホール天井改修工事による利用停止のお知らせ≫
貸出停止施設：ホール　工事期間：2022年6月1日(水)～2023年1月31日(火)予定

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 9月号

9
Sep.

9 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。

広告
2021.8.10 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 7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
「ショパンを巡る旅 2018-2020」   2020年度 振替公演
Vol.13  偉大なベートーヴェンの影から 
9月 17 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)
曲目： ワルツ 第 1番 「華麗なる大ワルツ」 op.18　他

木村 大　ギターコンサート
“memory-go-round”
9月11日(土)14:00開演（13:15開場）
全席指定　一般 3,800円／横浜市民 3,000円／学生 1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：木村 大(Gt)、木村 祐(Gt)
主催：東京音協・木村音楽事務所　https://t-onkyo.co.jp/

共催
 窓口販売のみ

戸塚区演奏家協会によるガラコンサート vol.7
とつかのん
10月3日(日)14:00開演（13:30開場）
全席自由　前売 1,800円／当日 2,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：東郷 まどか(Pf)、村上 雅基(Fl)　他
主催：戸塚区演奏家協会　090-5395-7033

共催
 窓口販売のみ

コンセール・アミティエ
第42回  音楽サロン  plus  ～心で聴き、心で歌う～
9月28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）、田辺 陽子（Sax）、近藤 佳子（Pf）
主催：コンセール・アミティエ　080-1191-7703

共催
 窓口販売のみ

①は完売御礼

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

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 )

アンケート実施中

「さくらプラザを利用する理由」

「さくらプラザを利用しない理由」

実施期間　7/1～ 8/31

今月の花：金木犀（キンモクセイ）　花言葉「謙虚」今月の花：金木犀（キンモクセイ）　花言葉「謙虚」

春風亭小朝独演会
8月21日(土)13:30開演（13:00開場）
全席指定　3,600円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：春風亭小朝
主催：有限会社  春々堂

共催

完売御礼

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よるプレ コンサート　
9月4日(土)14:00開演（13:30開場）  約60分
全席指定　2,000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）
           水谷 有南（ロザリンデ役）
           長島 由佳（アデーレ役）
           巨瀬 励起（Pf）

大山 大輔 村上 敏明

水谷 有南 長島 由佳

巨瀬 励起

©M
asatoOkazaki

©yoshinobu fukaya
©Saygo Hioki

名曲サロン シリーズVol.28
トロンボーンカルテット虎徹   ～スライドから生まれる魂の響き！～
9月8日(水)14:00開演（13:30開場）  休憩なし・約60分
全席指定　1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：トロンボーンカルテット虎徹
           覚張 俊介(Tb)、竹内 優彦(Tb)、飯田 智彦(Bass Tb)
           賛助出演 小篠 亮介(Tb)

コテツ

覚張 俊介 竹内 優彦

飯田 智彦 小篠 亮介

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.13 偉大なベートーヴェンの影から

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.13 偉大なベートーヴェンの影から

　 9月17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)

　 9月17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)

©Wataru Nishida

木村 大　ギターコンサート
“memory-go-round”
木村 大　ギターコンサート
“memory-go-round”

　 9月11日(土)14:00開演(13:15開場) 
      全席指定　一般 3,800円／横浜市民 3,000円／学生 1,000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：木村 大(Gt)、木村 祐(Gt)

　 9月11日(土)14:00開演(13:15開場) 
      全席指定　一般 3,800円／横浜市民 3,000円／学生 1,000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：木村 大(Gt)、木村 祐(Gt)

共催
 窓口販売のみ


