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 TEL : 045-866-2501  
FAX : 045-866-2502

営業時間：10:00～22:00

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

〒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)

http://www.totsuka.hall-info.jp
info@totsuka.hall-info.jp

月間スケジュール 2017年 9月号 9
Sep.

9 月の注目公演

休館日：毎月第2火曜日

❀ 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。

結成30周年＆最新CD発売記念
トルヴェール・クヮルテット  コンサート

9月8日(金) 18:30開演 
全席指定　一般  3,000円／横浜市民  2,500円／学生  1,500円
会場：さくらプラザ  ホール
出演 ： トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）、小柳美奈子（Pf）

若林 顕セルフプロデュース 
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 全32曲 Vol.21
第21回 9月29日(金)    20:00開演 
全席指定　前売 2,000 円／当日 1,500円／学生 1,000円（        　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

ラストシーズン

学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

©Wataru Nishida

■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。

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

若林 顕セルフプロデュース 
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 全32曲 Vol.22
11月10日(金)19:00開演（約2時間公演）
全席指定　前売 3,000 円／当日 2,500円／学生 1,000円（        　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

アンコール Vol.3

©Wataru Nishida

シリーズ最終回

トルヴェール・クヮルテット

結成30周年&最新CD発売記念
トルヴェール・クヮルテット コンサート
9月8日(金)18:30開演
全席指定　一般3,000円／横浜市民2,500円／学生1,500円（        　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）、小柳美奈子（Pf）

ピアノグランプリ2017 受賞記念演奏会
~ルナーリア弦楽四重奏団とともに～
10月9日(月・祝)14:00開演
全席指定　1,000円
会場：さくらプラザ ホール
出演 ： ピアノグランプリ2017受賞者（堀江明子、服部貴美子、渡辺まこみ）、
             さくらプラザサポートアーティスト ルナーリア弦楽四重奏団

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

東京六人組 コンサート  室内楽の調べ
11月5日(日)14:00開演
全席指定　一般3,000円／横浜市民2,500円（        　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：上野由恵（Fl）、荒絵理子（Ob）、金子平（Cl）、
             福士マリ子（Fg）、福川伸陽（Hr）、三浦友理枝（Pf）

甘美なるイタリア・バロック
10月28日(土)14:00開演
全席指定　一般3,000円／ペアチケット5,000円／学生1,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学生券  さくらプラザのみ取扱い）

会場：さくらプラザ ホール
出演：レ・タンブル＆ハルモニア・レニス

庚寅長月の会  戸塚公演
11月12日(日)13:30開演
全席指定　一般2,500円／横浜市民2,000円（        　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
8月16日（水）14:00　電話予約開始

名曲サロンVol.10
トロンボーン カルテット虎徹が贈る至福のひととき
10月25日(水)①11:30開演  ②14:30開演
全席自由　各回800円
会場：さくらプラザ リハーサル室
8月25日（金）14:00　電話予約開始
※8月24日（木）名曲サロンVol.9ご来場者には
　先行販売いたします。

かのえとらながつき

こてつ

抽選申込できない日
9 月の抽選申込月：2018 年 3月利用
                                      （ホール・ギャラリー）

　【ホール】　
　1日（木）～ 3日（土）、
　13 日（火）

　【ギャラリー】
　1日（木）～ 4日（日）、
　6日（火）～ 13 日（火）

広告

須川展也 彦坂眞一郎 神保佳祐 田中靖人

横浜市民券・学生券
さくらプラザのみ取扱い

学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

横浜市民券
さくらプラザのみ取扱い

横浜市民券
さくらプラザのみ取扱い



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.9

入場自由

ジュピター歌謡スクール　045-593-3131（山本）

カラオケ全国大会  Satomiの「雪の小説」「横浜キエンセラ」
9/6(水) 10:00開演 (9:30開場）
課題曲部門「雪の小説」「横浜キエンセラ」自由曲部門
【出演者】原大輔、Satomi、出場申込者

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：12日 ( 火 )

お問合せ

4F　ホール

入場自由

東海大学アカペラサークルT.N.X　090-7309-5390（宮澤）

東海大学アカペラサークルT.N.X  サマーライブ2017「遠心力」
9/15（金）17:30開演 (17:00開場）
東海大学アカペラサークルT.N.Xによるアカペラコンサート
お問合せ

全席指定
3,000円

イポレイフラスタジオ　090-3903-6209（山田）

IPOLEI  HULA  STUDIO  HO’IKE
9/2（土） 13:30開演 （13:00開場)
イポレイ フラ スタジオ、第3回発表会を開催致します。
【演目】ハワイアン フラ
お問合せ

全席指定
4,900円

ヴィアガレリア　045-961-0813（岡田）

イタリア音楽の旅  第三回  ヴィヴァルディ  四季
9/24(日)14:00開演 (13:30開場)
【曲名】ヴィヴァルディ：コンチェルト「四季」 RV269、RV315、RV293、RV297、
　　　　　　　　　   コンチェルト「安らぎ」変ホ長調 RV270、
　　　　　　　　　   コンチェルト「お気に入り」変ホ長調 RV277 他
※詳細は下部広告欄をご覧ください。
お問合せ

3F　ギャラリー 表記がない場合は無料で入場いただけます

戸塚区美術協会　045-861-0459（田中）

戸塚区美術協会  第118回絵画展 ・ 地域交流特別絵画展
9/13(水) ～9/18(月)  10:00～18:00(初日15:00から／最終日15:00まで)
会員及び戸塚区地域の絵画愛好家による絵画公募展。約130点
お問合せ

とつか美術会　090-6560-0048（堀江）

とつか美術会公募展  洋画、日本画、写真の平面の展示
9/20(水) ～9/25(月)  10:00～18:00 (最終日16:00まで)
自由参加の一般者公募展。小・中学生出展は無料展示。
お問合せ

油彩

写真

領家中学校後援会  領家の泉　090-8054-4893

領家の泉  30周年記念作品展
9/26(火) ～10/1(日)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日15:00まで)
書あり、絵画あり、洋裁あり。領家中学校後援会員による作品展
お問合せ

書道

デジタルフォトサークル  レインボー　045-852-3129（亀田）

レインボー・風  合同写真展
9/5(火) ～9/11(月)  10:00～17:00  (初日13:00から／最終日16:00まで)
お問合せ

写真

水彩

全席指定
　一般　 3,000円
横浜市民 2,500円
　学生　 1,500円
(                                 )

さくらプラザ　045-866-2501

結成30周年＆最新CD発売記念
トルヴェール・クヮルテット  コンサート

9/8(金) 18:30開演 (18:00開場）
【出演者】トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）、小柳美奈子（Pf）
【曲名】ロジャース/真島俊夫：My Favorite Things 他
お問合せ

全席指定
1,500円

リヴィタップ東戸塚　045-823-3071

Livitup  Dance  Festival  2017
9/9(土) 17:30開演 (17:00開場）
リヴィタップダンスクラスによる様々なジャンルのショーケース。
【出演者】リヴィタップダンスクラス 他
お問合せ

入場自由

Mr.Bones　090-4929-4361（藤田）

Mr.Bones  第16回演奏会
9/16(土) 14:00開演 (13:30開場）
横浜を中心に活動する大編成トロンボーンアンサンブルの演奏会
【出演者】Mr.Bones
【曲名】G.ジェイコブ：トロンボーン・オクテット 他
お問合せ

入場自由

Igei Orchestra　090-1433-4647（武井）

Igei Orchestra  第1回演奏会
9/18(月)14:00開演 (13:30開場)
医家芸術オーケストラの第1回演奏会
【出演者】立石洋介（Con）
【曲名】モーツァルト：交響曲第40番 他
お問合せ

講座「ヴィヴァルディと18世紀ヴェネツィアの音楽シーン」
9/5(火) 13:10開演 （13:00開場）
9月24日コンサート・プレ講演と解説～出演者と共に～
【出演者】ヴィア・ガレリア担当・出演者
【事前申込メールアドレス】info@viagalleria.or.jp

自由席
事前申込

一般社団法人ヴィア・ガレリア　045-961-0813（岡田）お問合せ

写真クラブ「どんぐり」　090-3064-4522（三上）

写真クラブ「どんぐり」第20回記念写真展
8/29(火) ～9/4(月)  10:00～17:00 (初日12:00から／最終日16:00まで)
写真好きの仲間たちの作品の成果を発表
お問合せ

写真

サンフォーカス’94　090-5404-9503（大竹）

サンフォーカス’94  第20回  写真展
8/29(火) ～9/4(月)  10:00～17:00(初日12:00から／最終日16:00まで)
自分の視点を大事にをモットーとし撮影した作品を展示致します。
お問合せ

写真

全席指定
  S席 3,000円
  A席 2,500円
  B席 2,000円
EX席 1,000円

戸塚区演奏家協会　090-5395-7033

ホット＆ハートフルVOL.41  戸塚宿オペレッタ
9/3（日） 14:00開演 (13:30開場)
クラシックの名曲をオリジナルの物語と共にお届けするコンサート
【出演者】深津素子、増田亜紀、桃原健一 他
【曲名】オペラ「蝶々夫人」より「ある晴れた日に」、バッハ：結婚カンタータ 他
お問合せ

入場自由

FCE合奏団　045-961-4961（荒井）

FCE合奏団  室内楽演奏会
9/10(日) 13:30開演  (13:10開場）
弦楽器とピアノの室内楽演奏会
【曲名】ハイドン：弦楽四重奏曲「ひばり」、ドビュッシー：弦楽四重奏曲 他
お問合せ

入場自由
要整理券

戸塚合唱連盟　045-863-2901（安東）

第10回  とつか合唱祭
9/23(土)13:00開演 (12:30開場)
区内で活動する戸塚合唱連盟所属の合唱団による発表会
【出演者】合唱団員  延べ 約300人
【曲名】合唱曲（クラシック・ポピュラー・宗教曲等、ピアノ伴奏・アカペラ等）
お問合せ

第25回 コンセール・アミティエの 歌声サロン＆若返リトミック
9/19(火) 10:30開演（10:15開場）
童謡・唱歌を歌う。リトミックとプロによるミニコンサートも。
【出演者】大石あかね、渡辺美和 他
【曲名】赤とんぼ、おうま、汽車ぽっぽ、砂山、とんぼのめがね 他

自由席
600円

コンセール・アミティエ　080-1191-7703お問合せ

夢いっぱいシリーズVol.4
ハッピーるんるん♥親子であそぼ♪コンサート  9月号

9/22(金) ①10:15開演 ②11:30開演（各回15分前開場）
公演時間:約40分　定員：70名
【講師】竹田えり（作曲家・歌手・声優）

完売御礼

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

自由席
前売 2,500円
当日 2,800円

楽画会　03-3498-2508

オペラ映画「カルメン」上映会
9/28(木)13:30開演 (13:00開場)
ドミンゴ出演、全編アンダルシア・ロケで名作オペラを完全映画化
【出演者】プラシド・ドミンゴ 他   
【曲名】G.ビゼー：歌劇「カルメン」
お問合せ

全席指定
前売 2,000円
当日 1,500円
学生 1,000円

（　　　　　　　　）

さくらプラザ　045-866-2501

若林顕セルフプロデュース
ベートーベン  ピアノ・ソナタ  全32曲  Vol.21

9/29(金)20:00開演 (19:30開場)
金曜夜8時、ベートーヴェンのピアノの調べに酔いしれる。
【出演者】若林顕（Pf）
【曲名】ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番 他
お問合せ

自由席
1,000円

女声合唱団カマラード横浜　045-331-5558（土井内）

女声合唱団「カマラード横浜」第3回演奏会
9/30(土)14:00開演 (13:30開場)
戸塚を中心に活動している女声合唱団によるコンサート
【出演者】宮本益光（Con）、髙田恵子（Pf） 他
【曲名】レモンの車輪、日本抒情歌、童謡・唱歌選集、にじのソネット 他
お問合せ

当日券・学生券
さくらプラザのみ取扱い

4F　リハーサル室

関係者のみ

イーオン東戸塚校　045-826-3399（澤田）

英会話のイーオン  イーオンキッズ英語発表会2017
9/17(日) 10:00開演 (9:30開場）
21世紀型スキルを身に付けたイーオンキッズが英語で発表！
【出演者】イーオンキッズ生徒
お問合せ

その他

洋画

日本画

絵画

その他
自由席
事前申込

医療法人 志匠会　03-5781-0705（宮地）

脊椎治療の最新情報  ～しびれ・痛みからの解放～
9/17(日) 14:00開演 (13:30開場) 
脊椎疾患が引き起こす、しびれや痛みの原因と最新治療法の解説
【出演者】医療法人 志匠会 理事長 大田快児 他
お問合せ

横浜市民券・学生券
さくらプラザのみ取扱い

総合

広告


