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(受付時間 9:00～21:00)

https://www.totsuka.hall-info.jp
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月間スケジュール 2017年 10月号 10
Oct.

10 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。

甘美なるイタリア・バロック
バッハ・ヘンデル・ヴィヴァルディへの道
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
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

ラストシーズン若林 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)

学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

©Wataru Nishida

アンコール Vol.3

©Wataru Nishida

シリーズ最終回

Les Timbres & Harmonia Lenis

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

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

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
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：小篠和弥（Tb）

こてつ

こてつ

■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

抽選申込できない日
10 月の抽選申込月：2018 年 4月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：7日（土）、10 日（火）、21 日（土）、29 日（日）
ギャラリー：10 日（火）

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)

学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

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）

横浜市民チケット
さくらプラザのみ取扱い

秋のさくらプラザ寄席  第2回
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
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

かのえとらながつき

横浜市民チケット
さくらプラザのみ取扱い

残席僅少

参加団体募集！
10/31（火）
締切

参加申込 11/30（木）必着参加申込 11/30（木）必着

※詳しくはチラシ・ＨＰをご覧ください。

2/22（木）～ 24（土）



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.10

全席指定
4,000円

大地の詩コンサート実行委員会　045-853-1512（西本）

「大地の詩」チャリティーコンサート2017～紺野美沙子を迎えて～
10/3(火) 19:00開演 (18:30開場）
紺野美沙子さんの素敵な朗読で、みんなで世界の平和を考える絵本コンサート
【出演者】紺野美沙子（朗読）、西本梨江（Pf）
【曲名】ラヴェル：ボレロ、ショパン：幻想即興曲、ジョン・レノン：イマジン

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：10日 ( 火 )

お問合せ

4F　ホール

全席指定
1,000円

さくらプラザ　045-866-2501

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～

10/9（月・祝）14:00開演 (13:30開場）
【出演者】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
【曲名】リスト：B・A・C・Hの主題による幻想曲とフーガ 他
お問合せ

全席自由
1,500円

ボーカル・フォンティーヌ　045-801-0807（浅井）

DEAI’75  音楽の花束  歌とピアノの調べ  Vol.2
10/1（日） 13:30開演 （13:00開場)
1975年音大で出逢った仲間が奏でる新たな出逢いのコンサート
【出演者】浅井優子、井関英津子、久喜友子
【曲名】スラヴ舞曲、ロマンチストの豚、魔王、パパパの二重唱 他
お問合せ

全席自由
入場無料

アンサンブル  クラリス　045-823-5220（桑野）

第9回  アンサンブル  クラリス  クラリネットコンサート
10/29(日)14:00開演 (13:30開場)
クラリネット10人よるクラシック・ジャズ・映画音楽等の演奏
【出演者】アンサンブル  クラリス
【曲名】ペール・ギュント、ムーンライトセレナーデ、美女と野獣 他
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

全日本年金者組合戸塚支部　045-871-9288（林）

いきいき作品展
10/24(火) ～10/28(土)  10:00～17:00
(初日13:00から／最終日15:00まで)
平和を愛し、輝いて今を生きる高齢者の作品展
お問合せ

シェア・インターナショナル・ネットワーク　03-3309-3020

ベンジャミン・クレームの生涯と現代のマンダラ
10/29(日) 11:00～18:00、10/30(月)  10:00～17:00 
不朽の知恵の教えを基にした全く新しい分野の絵画の紹介 他
お問合せ

油彩

領家中学校後援会  領家の泉　090-8054-4893（高橋）

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

油彩

水彩

主催公演　チケット発売情報

9月22日(金)14:00
電話予約開始

全席自由
入場無料

株式会社はまかぜ新聞社　045-662-4390

第14回はまかぜ歌謡祭
10/5(木) 10:15開演 (9:45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。
【出演者】ゲスト歌手  マイク河原 他
お問合せ

全席指定
一般 3,500円
学生 2,000円

㈱マエストロ　045-349-6540（佐々木）

長井充ピアノリサイタル
10/7(土) 13:30開演 (13:00開場）
YouTubeでも有名な83歳の現役ピアニスト
【出演者】長井充
【曲名】モーツァルト：きらきら星変奏曲 他
お問合せ

全席自由
入場無料

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（宮原）

平成29年度（第24回）戸塚ふれあい文化祭
10/14(土)・15（日） 各日10:00開演 (9:45開場）
吹奏楽、コーラス、フラダンス、フラメンコなどの舞台発表
お問合せ

全席自由
入場無料

音楽教室カンタービレ　045-512-7695（石渡）

フレッシュコンサート“カンタービレ”  2017
10/22(日)13:30開演 (13:00開場)
管楽器の発表会
【曲名】ピアソラ：アヴェマリア、レハール：メリーウィドウ
お問合せ

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）

平成29年度（第24回）戸塚ふれあい文化祭
10/13(金) ～10/22(日)  9:30～17:00
(13（金）・18（水）13:00から／17（火）・22（日）16:00まで)
絵画、書道、華道、陶芸、手芸などの展示発表
お問合せ

水彩

鎌倉彫望月教室　045-871-2909（望月）

第四回  鎌倉彫刀華会　望月教室展
10/4(水) ～10/9(月・祝)  9:00～17:00(最終日16:00まで)
合同作品、創作作品、その他合計300点の習作展
お問合せ

工芸

全席自由
前売 3,000円
当日 3,500円

CHIE Bellydance Studio　chie.bellydance@gmail.com（柏崎）

Stars of the Palace
10/8(日) 18:00開演  (17:30開場）
CHIE Bellydance Studio 発表会
お問合せ

全席指定
一般 3,000円

ペアチケット 5,000円
学生 1,500円

（  　　　　　　　　　）
さくらプラザ　045-866-2501

甘美なるイタリア・バロック
バッハ・ヘンデル・ヴィヴァルディへの道

10/28(土)14:00開演 (13:30開場)
【出演者】レ・タンブル＆ハルモニア・レニス
【曲名】ファルコニエーリ：ラ・スアーヴェ・メロディア（甘美なる旋律）
　　　カステッロ：ソナタ 第5番（ソナタ集第1巻より） 他
お問合せ

事前申込
2,500円／1時間

さくらプラザ　045-866-2501

スタインウェイを弾いてみませんか？
10/17(火)～19（木） 10:00～21:00
申込終了／空き枠公開：10/5（木）13:00より
＊詳しくはＨＰをご覧いただくか、お問合せください。
お問合せ

陶芸

絵画

その他

水彩

彫刻

完売御礼

さくらプラザ　045-866-2501

前橋汀子プロデュースVol.8
前橋汀子  ピアノ・トリオ

10/21(土) 14:00開演 (13:30開場) 
【出演者】前橋汀子（Vn）、原田禎夫（Vc）、松本和将（Pf）
【曲名】メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 op.49
　　　ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第7番 変ロ長調 op.97
お問合せ

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

10/25(水) ①11:30開演 ②14:30開演（各回15分前開場）
4人が作り出すパワフルかつ繊細な響きをお楽しみください。
【出演者】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：小篠和弥（Tb）
【曲名】菅野よう子（編曲：竹内優彦）：花は咲く 他

全席自由
各回800円

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

4F　リハーサル室

全席指定
Ｓ席 4,000円
A席 3,500円
B席 2,000円

渡辺企画　090-2741-5866（渡辺）

横浜☆戸塚・秋の歌謡祭  エド山口＆東京ベンチャーズコンサート
10/27(金)15:30開演 (15:00開場)
楽しいトークと懐かしい音楽のひとときを！
【出演者】エド山口、東京ベンチャーズ 他
【曲名】エド山口：六本木ララバイ 他
お問合せ

陶芸

書道

工芸

油彩

生け花

書道

工芸 写真

ペアチケット：2枚同時購入時のみ
学生券：さくらプラザのみ取扱い

夢いっぱいシリーズVol.5
ハッピーるんるん♥
親子であそぼ♪コンサート  11月号
11月17日(金)①10:15開演  ②11:30開演 
全席自由　300円（0歳から有料）
公演時間：約 40 分　定員：各回 70 名
会場：さくらプラザ リハーサル室
講師：竹田えり（作曲家・歌手・声優）

9月14日(木)14:00
電話予約開始

名曲サロンVol.11  
洗足学園音楽大学  コールファンタジア
～心あたたまる午後のひととき～

12月3日(日)14:00開演 
全席指定　一般1,500円／学生1,000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：洗足学園音楽大学  コールファンタジア（混声合唱）

9月20日(水)14:00
電話予約開始

鈴木理恵子  室内楽シリーズ  Season2  Vol.7
ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のコンチェルト！
12月16日(土)14:00開演 
全席指定　一般2,500円／ペアチケット4,500円
　　　　　学生1,000円（        　　　　       　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：鈴木理恵子（Vn）、若林顕（Pf）、
　　　レスパス弦楽四重奏団
              ［鍵冨 弦太郎 (1st Vn)、小形 響 (2nd Vn)、福井 萌 (Vla)、湯原 拓哉 (Vc)］

ペアチケット：2枚同時購入時のみ
学生券：さくらプラザのみ取扱い

こてつ

全席自由
1,500円

認定NPO法人あっちこっち　090-1261-1308（厚地・田村）

子どものためのアート・音楽・ダンスをいっぺんに楽しむわくわくワークショップ  シリーズVol.6
大人のためのプレ・ワークショップ
10/5(木) ①9:30開演 ②11:00開演（各回15分前開場）
子どもと楽しくワークショップに参加するための保護者向けプログラム
【出演者】石河美和子、青木智哉
【曲名】チャイコフスキー「くるみ割り人形」より 他
お問合せ

©Wataru Nishida

全席自由
2,500円
事前申込

音の森アートオフィス　070-3622-8703（西澤）

LaLaGrand ララグラン  リトミックコンサート
10/7(土)10:00開演 (9:45開場)
こどものためのリトミックコンサート～ヴァイオリンとピアノ～
【出演者】DuoLaLa
【曲名】組曲「白鳥の湖」より 他
お問合せ

こてつ

陶芸

写真

書道

工芸

BS-TBS「日本名曲アルバム」より


