
共催

人形劇団プーク×さくらプラザ こどもの日スペシャル！

三びきのやぎのがらがらどん&いつもちこくのおとこのこ
5月5日(日・祝) 14:00開演(13:30開場)
全席指定   一般 2,500円 ／こども 1,000円 ／親子ペア 3,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 人形劇団プーク

1月18日(金)
14:00

電話予約開始

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLIVE 2019
4月6日(土) ①14:00開演 ②17:30開演  各回30分前開場
全席指定　一般 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

1月19日（土）9:00 
※窓口販売のみ

前橋 汀子 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタシリーズ　全2回
【第1回】4月13日(土) 　【第2回】5月25日(土)
各回 14:00開演(13:30開場)
全席指定　一般 3,500円／2公演セット券 6,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：前橋 汀子 (Vn)、松本 和将 (Pf)

先行抽選申込
1月31日(木)締切　

電話予約 
3月20日(水)14:00～

榊原 大（Pf）＆木村 大（Gt）デュオ・コンサート
6月8日(土) 15:00開演(14:30開場)
全席指定
一般 3,000円／ペアチケット 5,500円／学生(高校生以下) 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 榊原 大 (Pf)、木村 大 (Gt)

2月23日(土)
14:00

電話予約開始

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。

2月の休館日：12日 ( 火 )、13 日 ( 水 )

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

4F　リハーサル室       　　　　　　 

油彩・水彩
彫刻・陶芸
工芸・映像

神奈川県立上矢部高等学校　045-861-3549(根本)お問合せ

平成30年度 神奈川県立上矢部高等学校卒業制作展
1/31(木)～2/4(月)10:00～17:00(最終日～15:00)

美術陶芸コース3年専門科目「卒業制作」(100点前後)の展示。

水彩画サークル・みずえもん　045-862-1402(西牧)お問合せ

第15回 水彩画サークル・みずえもん展
2/5(火)～2/11(月・祝)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)

 水彩

明るく、美しく、水々しくをモットーに研鑽している水彩画作品展。

主催・共催公演　チケット発売情報

ヒラルディージョ　070-6632-8367 (大森)

タンゴ映画上映会＆バンドネオン・トークライブ
2/17(日)13:00開演(12:30開場)
【出演】小川 紀美代 (バンドネオン)
【内容】アニバル・トロイロのドキュメント映画「Pichuco」上映会と、
　　　   古典タンゴの名曲。
お問合せ

樂画会(がくがかい)　03-3498-2508

オペレッタ映画「こうもり」特別上映会
2/21(木) ①10:30開演 ②14:00開演(各回30分前開場) 全席自由

前売 2,500円
当日 2,800円

お問合せ

全席自由
【前売】
大人 700円

子ども(小学生以下) 300円
【当日】
大人 1000円

子ども(小学生以下)500円

  親子で楽しむ　0歳からの音楽会♪
2/27(水)11:00開演(10:45開場)
泣いても笑っても寝ちゃっても大丈夫。歌とピアノの生演奏。
【出演】 柏原 美緒(Sop)、栗原 聖子(Pf)
【曲目】 山の音楽家、さんぽ、あわて床屋 他

0歳からの音楽会♪　090-4595-8849 (栗原)お問合せ

全席自由
前売 1,500円
当日 2,000円

戸塚区演奏家協会　090-5395-7033 (池田)

戸塚区演奏家協会による ガラコンサートVol.5  ~TO TSU CA NON～
2/24(日)14:00開演(13:30開場)
【出演】 山内 敦子(Mez)、大石 あかね(Pf)、堀内 陽子(Pf) 他 22名
【曲目】 ヘンデル：私を泣かせてください、リスト：ラ・カンパネラ、
              ラヴェル：マ・メール・ロア 他
お問合せ

全席自由
前売 1,000円
当日 1,500円
※5才から入場可

  名曲サロンVol.18 浅井 隆宏が弾くピアノ名曲集 ～古典から現代まで～
2/28(木) ①11:30 ②14:30 (各回15分前開場、公演時間 約45分)
やさしくあたたかい響きの中に強い意志を秘めた演奏。
古典から現代までクラシックの真髄に迫る。
【出演】 浅井 隆宏(Pf)
【曲目】 ハイドン：ピアノソナタ 第50番  ニ長調 ⅩⅥ37 他

 水彩

ポピー絵の会　090-6923-4920(内山)お問合せ

 内山教室合同作品展 ―日本画・水彩画― (上永谷、大船、小杉)
  2/27(水)～3/4(月)10:00～17:00

日本画・水彩

上永谷、大船、小杉の日本画、水彩画の教室の展覧会。

とつかのん                              

J.シュトラウス2世の傑作を完全映画化！
ベーム指揮、ウィーン・フィルの流麗な演奏に乗せて
華やかな喜歌劇の幕が上がる！宮廷歌手の称号を得る豪華歌手陣出演。

共催

©篠山 紀信

入場
無料

聴く？

観る？

食べる!?

※詳細はチラシ・HPをご覧ください。

ギャラリー2月14日・15日・16日
木 金 土2019 年 14 日 ( 木 )13:00～17:00

15 日 ( 金 )10:00～17:00
16 日 ( 土 )10:00～16:00

ホール 14:00～16:00(開場 13:30)

ホール前
11:00 ～14:00※売切れ次第終了

リハーサル室

練習室 3

練習室 2

練習室1

2月16日
土2019 年

フラダンス体験

さくらプラザ マルシェ

ムジカ・アンティカの
落語とオペラのちょっといい関係

Spica ライブ
①11:15 ～ 11:45
②12:45 ～ 13:15

いきいきとした
美しい笑顔になるための
顔ヨガワークショップ
①10:15 ～ 11:00
②12:00 ～ 12:45

①10:30 ～ 11:00
②12:00 ～ 12:30

さくらプラザ利用者・アーティスト・
区民の皆様の文化的交流イベントです。

11:15 ～ 12:15

2019

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 Vol.5 ショパンの墓前で、愛の記憶の中で
2/8(金)19:30開演(19:00開場)
〝音楽の求道者〟若林顕が誘う、3年にわたるショパンを巡る旅。
【出演】若林 顕 (Pf)
【曲目】ショパン：葬送行進曲 op.72-2、ピアノソナタ 第2番「葬送」 op.35 他
お問合せ

全席指定
一般 2,500円
学生 1,500円

クローバー・ミオ・コール　080-3604-8588 (百瀬)

クローバー・ミオ・コール　25周年記念コンサート
2/9(土)14:00開演(13:30開場)
女声合唱、ピアノ独奏、独唱。
【出演】クローバー・ミオ・コール 他
【曲目】大田桜子：母の手、新実徳英：火の山の子守歌 他
お問合せ

全席自由
入場無料
※ 要整理券

※さくらプラザのみ取扱い
購入時要学生証                                  

横浜創英中学校　045-421-3121 (二見)

横浜創英中学校合唱コンクール
2/20(水)12:30開演(12:00開場)
横浜創英中学校全学年で行う、合唱コンクール。
【出演】横浜創英中学校生徒
【曲目】学年曲と各クラスごとの課題曲。

全席自由
入場無料
※関係者のみ

お問合せ

お問合せ

4F　リハーサル室       　　　　　　 

うたごえ広場　0466-50-1864 (田原)

うたごえ広場・戸塚クラス
2/23(土)10:00開演(9:40開場)

日本や世界の名曲やポピュラー曲を皆様で楽しく歌う。指導有り。
【出演】 田原 真理子・佐藤 順子
【曲目】 冬の星座、故郷を離るる歌、ともしび、旅立ちの日に、ペチカ 他
お問合せ

全席自由
一般 1,000円
(初回の方は500円)

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

五十美会　045-881-7221(磯部)お問合せ

五十美会　軸装展
2/5(火)～2/11(月・祝)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～13:00)

昔と少し趣の変わった新技法による創意と工夫の作品創です。

 表装

ギター・ウクレレ体験コーナー
13:00 ～ 15:00 ( 入退場自由 )

練習室 4 演劇ワークショップ
〈口ぐせから演劇をつくる編〉
①12:45 ～ 13:45
②14:15 ～ 15:15

フラダンス体験、顔ヨガワークショップ、
演劇ワークショップのみ事前予約優先。
1 月 28 日 ( 月 )14:00 電話予約開始。
※定員に空きがあれば当日のご参加もいただけます。

戸塚区地域振興課　045-866-8413お問合せ

戸塚ものづくり自慢展
2/22(金)～2/23(土)10:00～16:00
企業・区民による、〝戸塚のものづくり″が大集合。

その他

第6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。　

共催

全席自由
各回 800円



©Wataru NISHIDA

広告

 年4回開催

シーズンチケット
2月1日(金)14:00
先行電話予約開始

好評発売中

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 2019年 2月号 2
Feb.

2 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。

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≪全 15 回≫
Vol.5   ショパンの墓前で、愛の記憶の中で

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≪全 15 回≫
Vol.5   ショパンの墓前で、愛の記憶の中で
 〝音楽の求道者〟若林顕が誘う、3年にわたるショパンを巡る旅。
    2月8日(金)  19:30開演(19:00開場)
      全席指定 　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)

 〝音楽の求道者〟若林顕が誘う、3年にわたるショパンを巡る旅。
    2月8日(金)  19:30開演(19:00開場)
      全席指定 　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)

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2019.1.10 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 2018 年 12 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://www.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

2 月の抽選申込月：2019 年 8月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
  ホール  ： 2日(金)～3日(土)、13日(火)～14日(水)、17日(土)、24日(土)
ギャラリー  ： 1日(木)～5日(月)、13日(火)～14日(水)

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

らららん♪ドレミ　Vol.4
0歳から大人まで楽しめるコンサート ～春の贈り物～
3月7日(木) ①10:45開演　②12:00開演
※各回15分前開場、公演時間 約45分
全席自由　チケット料金 各回 500円（0歳から有料）
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
演奏：Bambini( バンビーニ )

©Simon Fowler

さくらプラザ開館5周年記念
ジョージ・リー　ピアノリサイタル
1月20日(日)14:00開演（13:30開場）
全席指定　一般 3,500円／横浜市民 3,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：ジョージ・リー (Pf)

平野 公崇　Sax 即興演奏レクチャーコンサート
3月16日(土) 14:00開演(13：30開場)
全席指定  一般  2,500円／学生  1,000円 ※さくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証
会場：さくらプラザ・ホール
出演：平野 公崇 (Sax)、山田 武彦 (Pf)   

名曲サロン Vol.18 
浅井 隆宏が弾くピアノ名曲集 ～古典から現代まで～
2月28日(木)  ① 11:30開演　②14:30開演
※各回15分前開場、公演時間 約45分
全席自由　  チケット料金 各回 800円
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：浅井 隆宏 (Pf)

鈴木 理恵子 室内楽シリーズ Season2　Vol.10
ヴァイオリンと笙・ギター・声 ～時を超え響き合う音色～
3月10日(日) 14:00開演(13：30開場)
全席指定  一般  3,000円／ペアチケット 5,000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)、巻上 公一 ( 語り・ホーメイ他 ) 、
　　　石川 高 ( 笙 )、鈴木 大介 (Gt)

©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 《全 15 回》Vol.5
2月8日(金)19:30開演（19:00開場）
全席指定　一般 2,500円／学生 1,500円 ※さくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：若林 顕 (Pf)

さくらプラザ アートマネジメント講座  さくらプラザ開館5周年記念
感謝をこめて ワンコイン・ピアノリサイタル
1月25日(金)14:00開演（13:30開場）
全席指定　一般 500円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：白川 優希 (Pf)

 ※さくらプラザのみ取り扱い

©ノザワヒロミチ(CAPSULEOFFICE).

同日開催   関連講座
あこがれのレセプショニストになってみよう！

©Wataru Nishida

       出演：若林 顕 (Pf)       出演：若林 顕 (Pf)       出演：若林 顕 (Pf)       出演：若林 顕 (Pf)       出演：若林 顕 (Pf)       出演：若林 顕 (Pf)

リハーサル室公演 チケット　各回 800円
時間 ： ① 11:30  ② 14:30　各回定員70名　公演時間約45分
【Vo.19】5月16日(木)　ヴァイオリン、フルート、ピアノのトリオ
【Vo.20】8月22日(木)　 ソプラノ、テノールの声楽デュオ
【Vo.22】2020年2月14日(金)　6手によるピアノ連弾

ホール公演 チケット　全席指定 1,000円
【Vo.21】11月14日(木)  14:00 開演　公演時間約90分
さくらプラザサポートアーティストよる弦楽アンサンブル

各公演単独券
3月1日(金)14:00
先行電話予約開始

 ※2枚同時購入時のみ  ※さくらプラザのみ取扱い
　　　　　　　　購入時要学生証

 大澤 理菜子  早淵 綾香  増山 頌子  髙梨 瑞紀  白川 優希


