
30歳以上
限定の
登竜門

好評発売中

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

月間スケジュール 2017年 12月号 12
Dec.

12 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。

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
　　　[　　　　　　　]

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

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

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

残席僅少

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

横浜市民チケット
さくらプラザのみ取扱い

2017.11.10 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 2017年 10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：毎月第2火曜日

■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
12 月の抽選申込月：2018 年 6月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：10 日（日）、12 日（火）、17 日（日）
ギャラリー：1日 ( 金 ) ～ 12 日（火）

©Wataru Nishida

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

鍵冨 弦太郎 (1st Vn)、小形 響 (2nd Vn)、
福井 萌 (Vla)、湯原 拓哉 (Vc)

※詳細はチラシまたはさくらプラザHPをご覧ください。

申込締切  11月 30日 ( 木 ) 必着

【グランプリ】1名　賞金 40 万円
   【優秀賞】      1 名    賞金 10 万円

横浜から世界へ、
音楽の力を伝える
新たな才能と出逢う
ピアノオーディション



4F　ホール

SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.12

全席自由
入場無料
事前申込

横浜市戸塚区役所　045-866-8307

戸塚区防災講演会  ～つながりが生む  いのちを守る地域づくり～
12/9(土) 13:00開演 (12:30開場）
講師はNHK「難問解決！ご近所の底力」元チーフディレクター黒川敬氏

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。

12 月の休館日：12日 ( 火 )・29 日 ( 金 ) ～ 1月 3日 ( 水 )
※12 月 28 日 ( 木 ) は 17:00 で閉館いたします。

お問合せ

全席指定
一般 2,500円

ペアチケット 4,500円
（2枚同時購入時のみ）

学生 1,000円
（さくらプラザのみ取扱い）

さくらプラザ　045-866-2501

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！

12/16（土）14:00開演 (13:30開場）
【出演者】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)］
【曲名】ショーソン：ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲(コンセール) ニ長調 Op.21 他
お問合せ

自由席
こども 2,500円
大人  500円

認定NPO法人あっちこっち　090-1261-1308

くるみ割り人形の世界をぼうけんしよう♪
12/2（土） ①9:30開演（9:15開場) ②14:00開演（13:30開場)
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
【出演者】石河美和子、青木智哉、キュ・タツヤ 他
【曲名】チャイコフスキー：くるみ割り人形
【対象】①4歳以上 未就学児童  ②小学1～3年生
お問合せ

3F　ギャラリー

全席指定
一般 1,500円
学生 1,000円

（さくらプラザのみ取扱い)

さくらプラザ　045-866-2501

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～

12/3（日）14:00開演 (13:30開場）
混声合唱の織りなす珠玉のハーモニー
【出演者】洗足学園音楽大学  コールファンタジア
【曲名】雪の降る街を、ジングルベル、川の流れのように 他
お問合せ

全席指定
関係者のみ

横浜保育福祉専門学校　045-826-7730（遠山）

（学）岩崎学園  横浜保育福祉専門学校  第7回 合唱祭
12/20(水) 13:00開演 (12:45開場）
学生による合唱の発表
【出演者】本校全学生・教職員
お問合せ

さくらプラザ主催公演　チケット発売情報

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  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）

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

11月17日(金)14:00
電話予約開始

夢いっぱいシリーズVol.6
ハッピーるんるん♥
親子であそぼ♪コンサート  1月号
2018年1月24日(水)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）

名曲サロンVol.12
春を招ぶ  バレンタインコンサート
2018年2月3日(土) ①11:30開演 
                                   　②14:30開演
全席自由　各回800円
公演時間：約45分
定員：各回70名
会場：さくらプラザ リハーサル室
出演：吉府充希子（Sop）、新津耕平（Ten）、片野敦子（Pf）

11月15日(水)14:00
電話予約開始

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

友美会　045-831-5808(古畑)

友美会＆え！仲間会  絵画展
12/5(火) ～12/11(月)  10:00～18:00（初日12:00から／最終日16:00まで）
会員個人の個性を生かして描いた風景、静物、人物などを展示
お問合せ

水彩

遊美会　045-871-0616(高木)

遊美会展
12/13(水) ～12/18(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
楽しく描きながら、めざすは「気韻生動」
お問合せ

日本画

緑風荘水彩画クラブ　045-821-1631（浅見）

第二回『夢・想いの水彩画展』
12/19(火) ～12/25(月)  9:00～17:00(初日12:00から／最終日15:00まで)
港南区・保土ヶ谷区「老人福祉センター」の合同による水彩画展
お問合せ

水彩

水墨画

さくらプラザ共催

全席自由
500円
事前申込

アルテミス　080-5000-6612（吉川）

アルテミス  ハンドベル  コンサート
12/22(金) 18:30開演 (18:00開場）
イングリッシュハンドベルの演奏
【出演者】アルテミス
【曲名】ラ・カンパネラ、レ・ミゼラブル、ずいずいずっころばし、聖夜 他
お問合せ

先行抽選申込受付中！
【チケット申込方法】
下記のいずれかの方法で申込み
①官製ハガキに「前橋汀子6月10日公演希望」と明記の上、郵便番号・住所・氏名（よみがな）
　電話・希望枚数（1人2枚まで）を記入の上、さくらプラザまで郵送
②さくらプラザ窓口で配布中の「応募用紙」に必要事項を記入の上、さくらプラザ窓口に提出
③さくらプラザホームページ 応募フォーマットより申込
締切日　2017年12月22日（金）必着
※抽選結果は2018年1月末日までに応募者全員にハガキもしくは封書にてお知らせいたします。

My favorite artist series-3
アンコールJAZZ NIGHT  ジャズと映画の世界へ
2018年3月23日(金)19:00開演
全席指定　一般 3,000円
                     ペアチケット 5,000円
　　　　　　　　（2枚同時購入時のみ・さくらプラザのみ取扱い）

会場：さくらプラザ ホール
出演：Grace Mahya （ Vo、Pf )、渡辺裕之 ( Ds ) 他

前橋汀子プロデュースVol.9
ヴァイオリン  珠玉の名曲集4
2018年6月10日(日)14:00開演
全席指定　一般 3,500円／戸塚区民 3,000円
会場：さくらプラザ ホール
出演：前橋汀子 ( Vn )、 ヴァハン・マルディロシアン ( Pf )

11月16日(木)14:00
電話予約開始

12月14日(木)14:00
電話予約開始

3月10日(土)14:00
電話予約開始

※先行抽選申込で完売した場合は 3月 10 日からの電話予約
　および 3月 11 日からの窓口販売はございません。

※詳細はチラシまたはさくらプラザHPをご覧ください。

2017 年 12月 15日 ( 金 ) 16:00開始 (公演時間 ：約20分 )

C. グノー＝J.S. バッハ：アヴェ マリア
P. マスカーニ：歌劇 カヴァレリア・ルスティカーナ より 

　　　　  間奏曲「アヴェ マリア」　他
※曲順・曲目は変更になる場合はございます。

ソプラノ：音羽 麻紀子
                                ( さくらプラザ 特待生 )

オルガン：川越 南美

会場：戸塚区民文化センターさくらプラザ　
　　　4F ホールエントランス　ステンドグラス前

Program

鑑賞無料

※詳細はチラシまたはさくらプラザHPをご覧ください。

【出演】

表記がない場合は無料で入場いただけます

※お席はお選びいただけません。

紙コップ鈴でつくる連なる楽器
かみ すず つら がっき

11月 19日 ( 日 )【1回目】10:30 ～ 12:00【2回目】13:30 ～ 15:00
※各回 15 分前よりご入室できます。
※各回同じ内容です。

ちりん♪ りんりん♪

※詳細はチラシまたはさくらプラザHPをご覧ください。

【定員】各回 20 名（事前申込／先着順）
【参加費】子ども 300 円 ( 材料費込 )
【対象】年長～小学校 3年生
　　　　※保護者の方の付き添いは未就学児のみ可。
【持ち物】ハサミ、汚れてもよい服装

会場：さくらプラザ・練習室 4  ( 創作室 )
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