
スタジオ♪ルリカケス　0467-32-5075 (成田)

Autumn Concert 2019
10/5(土) 19:15開演(19:00開場)
みかげピアノ教室の発表会。
【曲目】  軍隊ポロネーズ、乙女の祈り、アルルの女 他

全席自由
入場無料

お問合せ

審 査 員       上野 星矢 (フルーティスト )、大萩 康司 (ギタリスト )、加藤 昌則（作曲家／ピアニスト）、
　　　　　 斎藤 圭土 (ブギ・ウギ・ピアニスト ／コンポーザー )、松本 宏康 (指揮者 )
応募資格     国籍不問、2020 年 3月 1日 ( 日 ) 時点で満 30 歳以上の方。
募集部門     ピアノ ( ソロ・連弾などピアノのみによる演奏 )
課　  題　   自由曲 1曲／演奏時間：10 分以内
審査指標　 楽曲の深い理解と新たな解釈など既成の概念にとらわれない卓越した演奏技術と
　　　　　 豊かな表現力を有し、聴衆の心を打つ感動的な演奏であること。
　　　　　 ※演奏時間：音の出だしから終わりまでの時間。演奏時間を超えた場合はベル等でカットすることがあります。
　　　　　 ※アコースティック演奏のみが対象です。
審査構成　予選 ( 演奏録音物及び書類審査）、本選で構成される。
開催日程　募集期間　2019 年 9月 15 日 ( 日 ) ～ 2019 年 11 月 30 日 ( 土 ) 必着
　　　　　本選／表彰式     2020 年 3 月 1日 ( 日 )　10:00 ～ 18:00（審査開始 12:30 ～）
　　　　　記念演奏会　　 2020 年度　※受賞者と調整して決定
参 加 料       【予選】無料　【本選】5,000 円 ( 本選当日支払い )※参加料はいかなる理由があっても返金しません。
賞　 与　   【グランプリ】1名　表彰状／賞金 40 万円（さくらプラザ主催受賞記念演奏会への出演料を含む）
　　　　    【優秀賞】1名　表彰状／賞金 10 万円（さくらプラザ主催受賞記念演奏会への出演料を含む）
　　　　　※各受賞者が複数の場合、賞金は按分。
　　　　　副賞　上位入賞者には、副賞としてさくらプラザが主催する記念演奏会などでの演奏機会が与えられます。
　　　　　また、実行委員会構成団体から主催コンサートへの出演依頼がある場合がございます。
応募方法　応募要項・応募用紙を下記の方法で入手してください。
　　　　　①ダウンロード：ホームページから応募要項・応募用紙をダウンロードしてください。
　　　　　②郵送：82円切手を貼った返信用封筒を同封の上、封書にてさくらプラザまでご請求ください。
　　　　　提出方法：さくらプラザまで郵送または直接ご来館の上、ご提出ください。
応募書類　1. 所定の応募用紙（A4サイズのもの）　2. 写真 1枚（バストアップ、正面）　3. 演奏を収録した CD
　　　　　※応募書類等は返却しません。
主　催　　ピアノグランプリ 2020 実行委員会
企画制作　戸塚区民文化センターさくらプラザ

詳細はチラシ・HPをご覧ください。　

審 査 員       上野 星矢 (フルーティスト )、大萩 康司 (ギタリスト )、加藤 昌則（作曲家／ピアニスト）、
　　　　　 斎藤 圭土 (ブギ・ウギ・ピアニスト ／コンポーザー )、松本 宏康 (指揮者 )
応募資格     国籍不問、2020 年 3月 1日 ( 日 ) 時点で満 30 歳以上の方。
募集部門     ピアノ ( ソロ・連弾などピアノのみによる演奏 )
課　  題　   自由曲 1曲／演奏時間：10 分以内
審査指標　 楽曲の深い理解と新たな解釈など既成の概念にとらわれない卓越した演奏技術と
　　　　　 豊かな表現力を有し、聴衆の心を打つ感動的な演奏であること。

ピアノグランプリ 2020

揺さぶれ！魂のピアノ！～人生の深淵から溢れだす音楽の力～
本選一般公開

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：8日 ( 火 )

主催・共催公演　チケット発売情報

古典ピアノ演奏研究会　090-4076-2371

岩谷 尚幸ピアノ獨奏會
10/24(木)18:30開演(18:00開場)
ソロ活動20周年記念演奏会。19世紀前半の奇想、幻想ピアノ音楽。
【出演】 岩谷 尚幸
【曲目】 ショパン：バラード一番、幻想曲、クレメンティ：奇想曲 他

全席自由
2,000円

お問合せ

お問合せ

4F　ホール

戸塚区民まつり実行委員会事務局(戸塚区地域振興課)　045-866-8416 (岡部)

令和元年度(第26回)戸塚ふれあい文化祭
10/12(土)、13(日)10:00開演(9:45開場)
吹奏楽、室内楽、声楽、コーラス、ダンスなどの舞台発表。

全席自由
入場無料

お問合せ

ムジカおさらぎ　0467-25-4624 (佐藤)

歌のサロン 第253回
10/16(水) 14:00開演(13:30開場)
会場参加の歌の会。
【出演】 佐藤 ゆり(Sop)、矢島 吹渉樹 (Pf)、吉川 禎一 (Tp)
【曲目】 紅葉、小さい秋みつけた、鈴懸の道、水色のワルツ、砂山 他

全席自由
1,000円

お問合せ

VIVAとつか合唱団　090-8503-0285 (齋藤)

VIVAとつか合唱団　第6回 演奏会
10/18(金)14:00開演(13:30開場)

混声合唱団員12名による演奏会。結成20周年記念。
【出演】 VIVAとつか合唱団員 他
【曲目】 Ⅰ部：ゴンドラの唄、島唄 他　Ⅱ部：合唱で時代劇、ハァドッコイショ

お問合せ

MILKYピアノの会　kawazoe.aya@gmail.com

川添 文　ピアノリサイタル ～ピアノという楽器の進化を追う～
10/22(火・祝)14:00開演(13:30開場)
【出演】 川添 文（Pf）
【曲目】 ハイドン ： ピアノソナタ Hob.32、ショパン：舟歌、
　　　 ドビュッシー ： ベルガマスク組曲、 プロコフィエフ：トッカータ 他

全席自由
一般 3 ,000円

高校生以下 1,000円

お問合せ

横浜国立大学管弦楽団 創立60周年記念 弦セクションコンサート
10/6(日)14:00開演(13:30開場)
弦セクションによる弦楽合奏とアンサンブル。
【曲目】 ウォーロック：カプリオール組曲、レスピーギ：古風な舞曲とアリア 他

全席自由
入場無料

横浜国立大学管弦楽団　070-1323-0119 (田畠)お問合せ

Yamaha Music Academy USA　045-862-9803 (フェーガン育子)

ソプラノリサイタル「バロック、古典派、そして20世紀の歌」
10/19(土)15:00開演(14:30開場)
オペラアリアと日本歌曲をピアノ伴奏で聴く無料コンサート。
【出演】 フェーガン 渡辺 育子(Sop)、嶋田 郁子(Pf)
【曲目】  モーツァルト：そよ吹く風(イリア)、青島 広志：風をぬりたい 他

全席自由
入場無料

お問合せ

うたごえ広場　0466-50-1864 (田原)

うたごえ広場・戸塚クラス
10/19(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、城至 麻奈子、佐藤 順子 
【曲目】 旅愁、ラストダンスは私と、小さい秋みつけた、瑠璃色の地球 他

全席自由
1,000円(初回500円)
※要事前申込

お問合せ

ジェントルコンサート vol.4
10/29(火) 12:10開演(11:40開場)
お昼のひとときをライアーのハートに響く音色と歌でゆったりと。
【出演】 光枝 康子
【曲目】  バッハのメヌエット、モーツァルトの子守歌、庭の千草 他

全席自由
500円

お問合せ ジェントル・ムジーク・クライス　045-825-2010 (小倉)

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

戸塚区民まつり実行委員会事務局(戸塚区地域振興課)　045-866-8416 (中川)お問合せ

令和元年度(第26回)戸塚ふれあい文化祭
10/9(水)～10/14(月・祝)10:00～16:00(9日・12日 13:00～)
絵画、書道、華道、陶芸、工芸などの展示発表。

龍樹会　045-822-8391 (金子)お問合せ

第24回 龍樹会 能の面展
10/3(木)～10/6(日)10:00～17:00(初日11:00～)
能・狂言面の展示会。

工芸

油彩・水彩
彫刻・陶芸
書道・工芸
生け花

フォトクラブ悠友　090-5588-1265 (酒德)お問合せ

フォトクラブ悠友・フォトみちづれ合同写真展
10/15(火)～10/21(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)
花・風景・スナップなどの写真を展示。

写真

らららん♪ドレミ シリーズ　0歳から大人まで楽しめるコンサート
Vol.7～リズムで楽しむクリスマスコンサート～
12月19日(木) ①10:45 ②12:00  ※各回15分前開場
公演時間：各回45分
全席自由　各回 500円 (0歳から有料)
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：望月 かおり(Per）、入佐 弥生 (Pf)

9月28日(土)
14:00

先行電話予約開始
望月 かおり 入佐 弥生

新春さくらプラザ寄席 ～其の漆～
笑う門には福来たる。新春初笑い!!
2020年1月5日(日) 13:30開演(13:00開場)
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：橘家文蔵、入船亭扇辰、柳家小せん、
　　　 春風亭ぴっかり☆、鏡味味千代

10月25日(金)
14:00

先行電話予約開始

橘家文蔵 入船亭扇辰

柳家小せん 春風亭ぴっかり☆ 鏡味味千代 

※ペアチケットは2枚同時購入時のみ。　
※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証。

©Wataru Nishida

鈴木理恵子 室内楽シリーズ  Season2　Vol.11
至高のデュオ　ブラームス ヴァイオリン・ソナタ全曲集
12月21日(土) 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)、若林 顕 (Pf)

9月12日(木)
14:00

先行電話予約開始

全席自由
入場無料

4F　リハーサル室　　　　　　　　　　　　　

※一般チケット以外はさくらプラザのみ取扱い。　※学生チケットは購入時要学生証。

全席指定
一般 3,500円
横浜市民3,000円
学生1,500円

EX(2F見切れ席) 1,000円

4F　ホール

山田 英津子 & エレガントノーツ　ジョイント・コンサート戸塚公演
10/30(水)13:30開演(13:00開場)
ソプラノと男声カルテットが響き合う魅惑のスペシャルプログラム。
【出演】 山田 英津子、エレガントノーツ 他
【曲目】 アヴェ・マリア、最上川舟歌、浜辺の歌、八木節 他

エレガントノーツ事務局 　045-802-6844 (川村)お問合せ

全席自由
3,000円

夢塾事務局　090-7422-2502 (佐藤)

佐藤 良美 ピアノリサイタル
10/26(土)14:00開演(13:30開場)
ショパン・リスト名曲集 (良く知られたメロディで至極の一時を)。
【出演】 佐藤 良美
【曲目】 ラ・カンパネラ、英雄ポロネーズ、革命のエチュード 他13曲

全席自由
2,500円

お問合せ 戸塚 星野 富弘 花の詩画展を開く会　080-1220-1465 (小崎)

戸塚　星野 富弘花の詩画展
10/24(木)～11/3(日・祝)10:00～18:00 ※入場は17:30まで
やさしさあふれる　星野 富弘 詩画の世界。
【オープニングセレモニー】10/24(木)9:30～10:00 @4階リハーサル室 ※入場無料
　　　　　　　　　　　　　   その他関連イベントあり。詳細はチラシをご覧ください。

お問合せ

日本語で味わうオペラ ビゼー作曲『カルメン』 台詞付きハイライト上演ピアノ版
その情熱は人生を狂わせる
10/27(日)14:00開演(13:30開場)
オペラ「カルメン」を日本語で楽しめる。オペラだけではなく舞台でも活躍をする
バリトンの大山大輔さんや、日本のトップテノール 村上敏明さんなど、贅沢なメンバー
が勢ぞろいする。
【出演】 郷家 暁子(カルメン)、村上 敏明 (ドン・ホセ)、長島 由佳 (ミカエラ)、
　　　  大山 大輔 (エスカミーリョ)、巨瀬 励起 (ピアニスト)

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

※横浜市民チケットはさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。

詩画

しち

入場料 500円
中学生以下
または

障がい者手帳をお持ちの方と同伴者1名様
無料



■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：2020 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  ： 11日～12日、14日、18日～19日、24日
ギャラリー  ： 1日～6日、14日

巨瀬 励起（ピアニスト）

【HP】https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/

広告

©Wataru NISHIDA ※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い。

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
「ショパンを巡る旅　2018-2020」全15回　Vol.8～Vol.10
9月20日、11月29日、2020年1月31日
以上すべて 金曜日 19：30開演(19:00開場)
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) 

  ※購入時要学生証

澤井 夏海 藤田 祥子 

大石 真裕／稲島 早織  

小林れい子 フラ舞踏塾 HO’IKE2019
戸塚ハマヤ アロハフラスクール 10周年記念発表会
Beautiful Sound in Maui
11月17日(日) 14:00開演 (13:30開場)
全席自由   前売 5,000円／当日 6,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
主催：小林れい子 フラ舞踏塾 (戸塚ハマヤ アロハフラスクール )

共催
窓口販売のみ

 大澤 理菜子  早淵 綾香

 増山 頌子  髙梨 瑞紀  白川 優希
Vol.21：11月14日 ホール公演 出演者

※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い。

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

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 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。

日本語で味わうオペラ

ビゼー作曲『カルメン』台詞付きハイライト上演ピアノ版
その情熱は人生を狂わせる

日本語で味わうオペラ

ビゼー作曲『カルメン』台詞付きハイライト上演ピアノ版
その情熱は人生を狂わせる　
    10月27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
　　　　　　  学生 1,500円／EX席(2階見切れ席) 1,000円
　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：郷家 暁子(カルメン)、村上 敏明(ドン・ホセ)、

　　　　　   長島 由佳(ミカエラ)、大山 大輔(エスカミーリョ)、巨瀬 励起(ピアニスト)

　
    10月27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
　　　　　　  学生 1,500円／EX席(2階見切れ席) 1,000円
　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：郷家 暁子(カルメン)、村上 敏明(ドン・ホセ)、

　　　　　   長島 由佳(ミカエラ)、大山 大輔(エスカミーリョ)、巨瀬 励起(ピアニスト)

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2019.9.10 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 2019 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://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

共催
窓口販売のみ

秋のさくらプラザ寄席 第4回
五人の真打による
庚寅長月の会・戸塚公演
11月2日(土) 13:30開演 (13:00開場)
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
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
※横浜市民チケットはさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。

ピアノグランプリ2019受賞記念演奏会
11月23日(土・祝) 14:00開演(13:30開場)
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2019 受賞者 5組
　　   ( 澤井夏海、藤田祥子、大石真裕／稲島早織、飯島まゆみ、榎 京子 )
司会 ： エフエム戸塚  パーソナリティ 遠藤 正彦

世界“最強”のフルーティスト！！
上野 星矢フルートリサイタル  
12月14日(土) 14:00開演(13:30開場)
全席指定　一般 2,500円／横浜市民 2,000円／学生1,000円
※一般チケット以外はさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。　※学生チケットは購入時要学生証。

会場：さくらプラザ ・ホール
出演：上野 星矢 (Fl)、正住 真智子 (Pf)

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.6
0歳から大人まで楽しめるコンサート ～キラキラ☆星空コンサート～
9月25日(水) ①10:45開演  ②12:00開演  ※各回15分前開場
公演時間 各回45分
全席自由　各回 500円 ※0歳から有料
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：Bambini (バンビーニ)

横浜音祭り2019 × さくらプラザ
唐津 健 チェロ・リサイタル
9月22日 (日) 13:30開演(13:00開場) 
全席指定　一般 2,000円／学生(高校生以下) 1,000円 ※購入時要学生証
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：唐津 健 (Vc)、鷲宮 美幸 (Pf)

日本語で味わうオペラ 
ビゼー作曲『カルメン』台詞付きハイライト上演ピアノ版
その情熱は人生を狂わせる
10月27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／学生1,500円／EX(2F見切れ席) 1,000円
※一般チケット以外はさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。※学生チケットは購入時要学生証。

会場：さくらプラザ・ホール
出演：郷家 暁子 (カルメン )、村上 敏明 (ドン・ホセ )、
長島 由佳 (ミカエラ )、大山 大輔 (エスカミーリョ)、巨瀬 励起 (ピアニスト)

郷家 暁子 村上 敏明 

長島 由佳 大山 大輔 巨瀬 励起 

名曲サロンシリーズ
【ホール公演】チケット　全席指定 1,000円
Vol.21：11月14日(木)  14:00開演(13:30開場)　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
【リハーサル室公演】チケット　全席自由 800円
Vo.l22：2020年2月14日(金)①11:30開演 ②14:30開演　※各回15分前開場
6手のためのピアノ連弾

ホット＆ハートフル コンサート vol.43
戸塚宿オペレッタ
～オペラの中の女・女・女～
9月29日 (日) 14:00開演 (13:30開場)
全席指定
S席 3,000 円／ A席 2,500 円／ B席 2,000 円／ EX 席 1,000 円
会場：さくらプラザ ・ホール
主催： 戸塚区演奏家協会

  


