
アンサンブル リノ　090-3963-2240 (前沢)

アンサンブル リノ  チェンバーコンサート   Vol.20
10/2(土) 14:00開演(13:30開場)
創立15年となるアマチュア室内楽集団。管弦ピアノ混成の室内楽。
【出演】  アンサンブル リノ
【曲目】  フンメル：七重奏曲  第2番「軍隊」
　　　  ベルワルド：大七重奏曲  変ロ長調　他

全席自由
入場無料
要整理券

お問合せ

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。 10 月の休館日：12日 ( 火 )

主催・共催公演　チケット発売情報

お問合せ (一社)横浜JAZZ協会　080-8450-1516

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
10/17(日)14:00開演(13:30開場)
【出演】 宮本剣一ビッグバンド

全席自由
前売 3,000円
当日 3,500円

お問合せ

共催
 窓口販売のみ

4F　ホール

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
10/4(月)、10/9(土)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

ピアノサークルれんと　045-573-1514 (堀部)

れんと16th.  1010秋のピアノコンサート
10/10(日) 12:30開演(12:15開場)
大人のピアノ愛好家による演奏会。
【出演】 ピアノサークルれんと会員
【曲目】 ショパン：ノクターン、バラード　他

全席自由
入場無料
関係者のみ

お問合せ

COCOHE(株式会社  ライズサーチ)　045-349-5725 (大南)

音楽で地球大冒険  
～音楽でめぐる楽しいぼくたちの地球～
10/16(土)①11:30開演②14:30開演　※各回30分前開場
名曲で綴る、お子様と一緒に地球を感じるすてきな音楽の時間。
【出演】 UPN、嘉山 晶子、佐藤 英莉香　他
【曲目】 ぼよよん行進曲、さんぽ、ヴィヴァルディ：四季　他

全席自由
親子券 2,300円
大人 1,800円
こども 800円

お問合せ

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
10/3(日)14:00開演(13:30開場)
ピアノ、声楽、フルートアンサンブル等のクラシックコンサート。
【出演】 東郷 まどか、村上 雅基　他
【曲目】 ショパン：木枯し、ウェーバー：魔弾の射手、ハイドン：四季　他

全席自由
前売 1,800円
当日 2,000円

戸塚区演奏家協会　090-5395-7033お問合せ
共催

 窓口販売のみ

うたごえ広場  戸塚　0466-50-1864 (田原)

うたごえ広場戸塚
10/31(日)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・歌唱指導有。
【出演】 田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】 ① 旅愁、峠の我が家、里の秋　他
　　　  ② ケ・サラ、冬が来る前に、秋桜　他

全席自由
入替制
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

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

木犀会（もくせいかい）　045-812-3743お問合せ

木犀会  第40回記念展
10/13(水)～10/18(月)10:00～17:00
                                            (初日13:00～／最終日～12:00)
花、風景など日常の作品をかき続けて40年。一人2～3点ずつ発表。

油彩

千墨会　045-546-1541 (葛西)お問合せ

第26回 千墨会水墨画展
10/20(水)～10/25(月)10:00～18:00(最終日～16:00)
水墨画、墨彩画による額装、掛軸、小作品、色紙、スカーフ等展示。

水墨画

4F　リハーサル室　　　　　　　　　　　　　

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」+「こうもり前夜」
～台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版～   日本語訳：角 岳史
10/30(土)14:00開演(13:30開場)
【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）

さくらプラザ 　045-866-2501お問合せ

全席指定
一般 4,000円
横浜市民3,500円
学生1,500円

EX(2F見切れ) 2,000円

大山 大輔 村上 敏明 柴田 紗貴子 長島 由佳 巨瀬 励起
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大山 大輔 村上 敏明 柴田 紗貴子 長島 由佳

©M
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巨瀬 励起

©yoshinobu fukaya

ヨハン・シュトラウス2世 作曲

4F　ホール

株式会社 はまかぜ新聞社　045-662-4390

第21回  はまかぜ歌謡祭
10/20(水)10:30開演(10:00開場)
カラオケファンによる発表の場。大会と発表部門に120名が参加。
【出演】 ゲスト歌手　マイク河原　他

全席自由
入場無料
要事前申込
関係者のみお問合せ

楽画会(がくがかい)　03-3498-2508

オペラ映画 「フィガロの結婚」 特別上映会
10/26(火)13:00開演(12:30開場)
心浮き立つ序曲から、珠玉のアリアが次々と！モーツァルトの傑作を
完全映画化。映画出演はヘルマン・プライ、ミレッラ・フレーニほか。
ベーム指揮／ウィーン・フィル。

全席自由
前売 2,500円
当日 2,900円

お問合せ

フォトクラブ悠友　090-5588-1265(酒徳)

第42回フォトクラブ悠友・第19回ほのぼのカメラ会  合同写真展
10/26(火)～11/1(月)10:00～17:00
                                          (初日13:30～／最終日～16:00)
出展者が日頃から研鑽した技術を駆使し個性豊かな作品の写真展。
お問合せ

写真

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。

※8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。

Photo series from SAKURA PLAZA…
《ギャラリー脚立》
戸塚区総合庁舎3階さくらプラザ・ギャラリーに新しい脚立が登場しました！
利用者様の負担が減るよう軽量かつ小回りがきくものに変更いたしました。旧タイプから2kg減
ですが、体感的にはもっと軽く感じます。（個人の感想です）
さくらプラザはお客様の安全を第一に考えて
おります。ご使用時はヘルメットを着用し、
足元に気をつけて昇り降りしてくださいね。
さくらプラザ・ギャラリーでたくさんの人に
作品を楽しんでいただけたらと思います。
ご利用をお待ち申し上げます♪
（文・写真：石井由里子）

左：旧脚立　　右：新脚立
一段分、軽量になりました！

新脚立とギャラリーギャラリーの空き状況については予約システムをご覧
いただくか、さくらプラザまでお問い合わせください。

©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

聖夜のトランペット
クリスマス・スペシャル・コンサート
12月17日(金) 19:00開演(18:15開場) 予定
全席指定　3,900 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：タマーシュ・パルファルヴィ(Tp.)  他
主催：光藍社   https://www.koransha.com/

共催
 窓口販売のみ

9月21日(火)
9:00～

販売開始予定

©Dominik Odenkirchen

秋のさくらプラザ寄席  第5回
真打昇進10（+1）周年記念  五人の真打による
庚寅長月の会  戸塚公演
11月21日(日) 13:30開演(13:00開場) 
全席指定　一般 3,500 円／横浜市民 3,300 円
 　　　　   早割（早期購入割引） 2,800円／学生1,500円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：柳家 小せん／蜃気楼 龍玉／三遊亭 鬼丸
             林家 きく麿／入船亭 扇里

●早期購入割引受付期間
9月24日（金）14:00～
10月23日（土）21:00
●一般受付期間

10月24日（日）9:00～
※9月24日 ( 金 ) は電話予約のみ。

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

さくらプラザで行われているさまざまな活動を紹介し、利用者・アーティスト・区民
の文化的交流の場を創出するためのイベントです。
日 程   　   【ホール】 2022 年 2月 12 日 ( 土 )　ホールの舞台で演奏を披露！
　　　 　 【ギャラリー】2022 年 2月 10 日 ( 木 )・11 日 ( 金・祝 )・12 日 ( 土 )　
　　　　　　　　　　　絵画や写真、創作作品を展示！
　　　 　 【マルシェ】2022 年 2月 12 日 ( 土 )　手作り作品を販売！　
　　　　　　　　　　※感染症対策のため食品販売は実施いたしません。
募集締切   2021 年 10 月 20 日 ( 水 ) 必着 
                     ※応募者多数の場合は書類選考

詳しくはイベントHPをご覧ください。
※通信料がかかります。

参加団体募集！参加団体募集！



■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

10 月の抽選申込月：2022 年 4月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
ホール　     ： 12日(火)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、25日(月)、26日(火)(～17:00)
ギャラリー  ： 5日(火)～12日(火)

≪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

※緊急事態宣言の延長に伴い、横浜市からの指示により、当面の間、新規利用予約および抽選申込の
　受付を停止中です。最新の情報はホームページ等でお知らせいたします。（8月25日現在）

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 10月号

10
Oct.

10 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。

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」 +「こうもり前夜」
～台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版～  日本語訳：角 岳史 

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」 +「こうもり前夜」
～台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版～  日本語訳：角 岳史 　
    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(2F見切れ)  2,000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：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）

　
    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(2F見切れ)  2,000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：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）

  

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

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 )

広告
2021.9.10 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 8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

ヨハン・シュトラウス2世 作曲ヨハン・シュトラウス2世 作曲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：( 一社 ) 横浜 JAZZ 協会　080-8450-1516

共催
 窓口販売のみ

大山 大輔 村上 敏明

柴田 紗貴子 長島 由佳

巨瀬 励起
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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」+「こうもり前夜」
～台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版～   日本語訳：角 岳史 
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(2F見切れ) 2,000円
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）

ヨハン・シュトラウス2世 作曲

※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。

大山 大輔 村上 敏明 柴田 紗貴子 長島 由佳 巨瀬 励起
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大山 大輔 村上 敏明 柴田 紗貴子 長島 由佳
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巨瀬 励起

©yoshinobu fukaya


