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さくらプラザ主催公演 ご予約・お問合せ
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Nov.

11 月の注目公演

休館日：毎月第2火曜日、11/23（木・祝）

❀ 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。

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（さくらプラザのみ取扱い）
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）

アンコール Vol.3

©Wataru Nishida

シリーズ最終回

東京六人組

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

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)

当日券・学生券
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
五人の真打による  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

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）

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

©Wataru Nishida

BS-TBS「日本名曲アルバム」より

残席僅少

＊広告募集中　詳しくはさくらプラザまで。

広告

■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

抽選申込できない日
11 月の抽選申込月：2018 年 5月利用
                                      （ホール・ギャラリー）

　【ホール】　
　3日（木・祝）、5日（土・祝）、
　8日（火）、9日（水）、18（金）

　【ギャラリー】
　8日（火）、
　23 日（水）～ 27 日（日）、
　29 日（火）～ 31 日（木）

チケット発売情報
新春さくらプラザ寄席
「泣く落語」～其の伍  たちきり～
2018年1月7日(日)13:30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：橘家文蔵、入船亭扇辰、柳家小せん、
　　    春風亭正太郎、林家楽一
10月18日（水）14:00　電話予約開始

横浜市民チケット
さくらプラザのみ取扱い

鈴木理恵子  室内楽シリーズ  Season2  Vol.8
カルテット＆ピアノ五重奏曲  傑作選
2018年2月18日(日)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：鈴木理恵子（Vn）、吉村知子（Vn）、
　　    川崎和憲（Vla）、藤森亮一（Vc）、
            若林顕（Pf）
11月16日（木）14:00　電話予約開始

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
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4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.11

全席自由
入場無料
要整理券

アンサンブル  セリネット　090-2144-5405（加藤）

第2回  アンサンブル  セリネット  演奏会
11/9(木) 14:00開演 (13:30開場）
アンサンブル  セリネットによる女声合唱とテノール独唱
【出演者】田口昌範（独唱）、小林滉三（Pf） 他
【曲名】イタリア古典歌曲、詩篇、女声合唱曲集ぜんぶここに、トスティ歌曲 他

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。 11 月の休館日：14日 ( 火 )・23（木・祝）

お問合せ

4F　ホール

全席指定
一般 2,500円
横浜市民 2,000円
（さくらプラザのみ取扱い）

さくらプラザ　045-866-2501

秋のさくらプラザ寄席  第2回
五人の真打による  庚寅長月の会　戸塚公演

11/12（日）13:30開演 (13:00開場）
【出演者】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
お問合せ

自由席
関係者のみ

平山音楽院　045-845-0925

第37回  平山音楽院  音楽祭
11/3（金） 10:30開演 （10:15開場)
平山音楽院に通う生徒による年1回の発表会
【出演者】ピアノ・声楽等の生徒さん達
お問合せ

全席自由
前売 2,500円
当日 2,800円

楽画会　03-3498-2508

「3大テノール  世紀の競演」  特別上映会
11/28(火)①11:00開演 ②14:00開演(各回30分前開場)
3大テノール、伝説となった奇跡の初共演コンサートを完全映画化
【映画出演者】パバロッティ、ドミンゴ、カレーラス
【曲名】誰も寝てはならぬ、星は光りぬ、オ・ソレ・ミオ、アマポーラ 他
お問合せ

4F　リハーサル室

ギャルソン会　045-311-7441（佐藤）

第26回  ギャルソン展
11/22(水) ～11/27(月)  10:00～18:00
(最終日16:00まで／11/23（木・祝）休館日)
いすゞ自動車㈱OB・OG仲間たちによる美術展
お問合せ

油彩

045-881-8949（田谷）

身近な花  展
11/1(水) ～11/6(月)  10:00～19:00（最終日17:00まで）
身近な雑草・草花・野菜等の写生画
お問合せ

水彩

水彩

全席自由
入場無料

神奈川インターナショナルスクール／横浜プリスクール　045-841-3928

KIS・YP  Christmas  Music  Fest.
11/11(土) 9:30開演 (9:10開場）
インターナショナルスクールの音楽発表会
【出演者】KIS・YP  Students
【曲名】クラス・スクールごとの歌とダンス
お問合せ

全席自由
入場無料

鎌倉女子大学管弦楽団　0467-81-7202（小山）

鎌倉女子大学管弦楽団  第2回定期演奏会
11/11(土) 18:30開演 (18:00開場）
ポップスとクラシックの2部構成でお送りする第2回定期演奏会
【出演者】小山裕之（Con）
【曲名】オペラ座の怪人セレクション、ベートーヴェン：交響曲第5番運命 他
お問合せ

キルトリーダーズ神奈川  第1ブロック　090-1731-8948（伊藤）

第7回  キルトリーダーズ神奈川  第1ブロック  作品展
11/16(木) ～11/19(日)  10:00～17:00(最終日15:00まで)
パッチワーク大好きな23人のバラエティー豊かなキルトが集結
お問合せ

花芸安達流  神奈川県北部支部　045-821-9318（宮内）

花芸安達流  神奈川県北部支部花展
11/11(土) ～11/12(日)  10:00～18:00(最終日16:30まで)
人と自然の豊かな造形詩。花音  奏でます。
お問合せ

華道

全席自由
1,000円

毎日新聞社 事業本部　03-3212-0187（田口）

第70回  全日本学生音楽コンクール  1位入賞者によるコンサート
11/26(日)15:30開演 (15:00開場)
国内最高峰の学生クラシック音楽コンクール優勝者のコンサート
【出演者】同コンクール全国大会1位入賞者
【曲名】ワックスマン：カルメン幻想曲、シューマン＝リスト：献呈 他
お問合せ

陶芸

4F　リハーサル室

全席自由
当日券のみ
一般 1,000円
学生 500円

ショパン国際ピアノコンクール in ASIA事務局　03-6907-2474

第19回  ショパン国際ピアノコンクールin  ASIA  横浜地区大会
11/17（金）～19(日) 各日10:30開演 (10:15開場)（予定）
ピアノコンクール
【出演者】幼児から一般のピアノ学習者
お問合せ

工芸

書道

工芸 写真

全席自由
2,000円

カラフル事務局　090-9810-5312

音色カラフルコンサート
11/11(土)14:00開演 (13:30開場)
小鳥は歌うかな？心の声は聞こえる？家族で楽しめる歌と演奏
【出演者】ゆうこ（Vo・G）、江口純子（Vo・P）
お問合せ

全席指定
一般 3,000円
横浜市民 2,500円
（さくらプラザのみ取扱い）

さくらプラザ　045-866-2501

東京六人組コンサート  室内楽の調べ
11/5（日）14:00開演 (13:30開場）
【出演者】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)
【曲名】ブラームス：ハンガリー舞曲集より 他
お問合せ

全席指定
前売 3,000円
当日 2,500円
学生 1,000円

（　　　　　　　　）
さくらプラザ　045-866-2501

若林顕プロデュース
ベートーヴェン  ピアノ・ソナタ  全32曲  Vol.22

11/10（金）19:00開演 (18:30開場）
【出演者】若林顕（Pf）
【曲名】ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調Op.57「熱情」 他
お問合せ

アンコール Vol.3シリーズ最終回

全席自由
3,000円

横浜ステップアップ歌謡祭実行委員会　045-864-9544（小林）

静香25周年  歌の力～歌は心のビタミン！～
11/15(水) 13:30開演 (13:00開場）
健康に良い ！ 歌と踊り楽しい時間 ・ 一年あっという間 ・ 想い出にのこる歌
【出演者】山崎ていじ、木下結子、円谷弘之 他
【曲名】男のひとり言、マリーゴールドの恋、好きだから、俺に聞くなよ、むすばれて
お問合せ

当日券・学生券
さくらプラザのみ取扱い

全席自由
1,000円

横浜ステップアップ歌謡祭実行委員会　045-864-9544（小林）

早起きライブ  縁結びの天使たち
11/16（木）9:40開演 (9:10開場）
若いパワーをゲット ！ 福島・宮崎・湘南から笑顔と歌と踊り。だれもが笑顔。
【出演者】はやぶさ、福島一、翼ファミリー、北田恵美
【曲名】流星のロマンス、津軽恋ふぶき、瞼の母、夢芝居
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

ギター＆プサルタリー  秋のジョイントコンサート
11/29(水)17:30開演（17:00開場）
クラシックギターと古くて新しい美しい音色のプサルタリーの演奏
【出演者】安藤三七子、川村しのぶ 他 仲間達
【曲名】インスピレーション、魔笛による主題と変奏 他

全席自由
入場無料

安藤三七子ギター＆プサルタリー教室　045-862-0661（安藤）お問合せ

参加費
300円

（材料費込）

さくらプラザ　045-866-2501

しゅんさくの部屋  紙コップ鈴でつくる連なる楽器
11/19(日) ①10:30～12:00 ②13:30～15:00（各回15分前開場）
【定員】各回20名（事前申込／先着順）
【対象】年長～小学校3年生（保護者の付き添いは未就学児のみ可）
【申込方法】10/14（土）14:00より受付開始
お問合せ

全席自由
600円

コンセール・アミティエ　080-1191-7703

コンセール・アミティエの第26回  歌声サロン＆若返リトミック
11/28(火)10:30開演 (10:15開場)
童謡・唱歌を歌う会。プロによるミニコンサートとリトミックも。
【出演者】新津耕平、片野敦子、吉府充希子
【曲名】グッド・バイ、ちんちん千鳥、浜千鳥、ふたあつ、埴生の宿 他
お問合せ

全席自由
1,500円

アンサンブル Mora　045-814-2892（山田）

アンサンブル  Mora  3rd コンサート
11/16(木) 19:00開演 (18:30開場）
女声合唱
【出演者】アンサンブル Mora
【曲名】三善晃：三つの抒情・マザーグースの三つの歌 他
お問合せ

全席自由
2,500円

国連ウィメン日本協会よこはま　045-869-6787（杉山）

マリンバ3台による  華麗なる饗宴
11/20（月）14:00開演 (13:30開場）
マリンバ界巨匠吉川雅夫氏の特別出演と3台のマリンバ究極の演奏
【出演者】吉川雅夫、岡地岳、市瀬孝子 他
【曲名】この道、鳥の歌、剣の舞 他、日本の曲、世界の曲多数。
お問合せ

全席自由
前売 3,000円
当日 3,500円

一般財団法人  若林暢音楽財団　090-7255-8982（橋本）

魂のヴァイオリニスト若林暢に捧げる日韓フレンドシップコンサート
11/30(木)19:00開演(18:30開場)
クラシック音楽（室内楽の演奏）
【出演者】澤和樹、キム・ウンシク、澤亜樹、ヤン・ソンウォン 他
【曲名】ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 作品130、ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 作品81 他
お問合せ

のぶ

フラメンコギター トリオ・トークライブ
11/30(木)12:00開演（11:30開場）
フラメンコギターの演奏とお話によるコンサート
【出演者】TresNotas（ギタートリオ）
【曲名】ブレリア、ルンバ 他

全席自由
1,500円

ヒラルディージョ　070-6632-8367（大森）お問合せ

工芸

とつか区民活動センター　045-825-6773（依田）

第8回  とつかお結び広場「ギャラリー先行展示」
11/29(水) ～12/3(日)  10:00～16:00(初日13:00から)
さまざまな分野の活動団体が日頃の活動を紹介します。
お問合せ

水彩

写真

書道その他

さくらプラザ　045-866-2501

アートマネジメント講座Ⅶ  シンポジウム  《指定管理の矛と盾》
11/13(月)13:30～16:00 (13:15受付開始)

お問合せ
【出演者】株式会社政策技術研究所  代表取締役  永山恵一　他　　　

全席自由
入場無料

（  　　　　）事前申込優先
先着 60 名

全席自由
中学生以上 1,500円
1歳以上 500円
※０歳は無料

アンサンブル・ノア　045-435-5984

アンサンブル・ノア  みんなのコンサート
11/18(土) ①13:45開演 ②15:30開演（各回30分前開場）
～0歳から大人まで～Vn、Sax、Pfによるトリオ・コンサート
【出演者】太田麻起子、清村麻亜知、栗原明子
【曲名】歌の翼に、ホールニューワールド、サウンドオブミュージック 他
お問合せ


