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　時点での情報です

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

営業時間：8:40～21:00

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 6月号 6
Jun.

6 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。

名曲サロンＶｏｌ．8
フェリス・フラウエンコーア
～山手の丘から歌の花束～
6月11日(日) 14:00開演
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）
会場：さくらプラザ ホール
出演：フェリス・フラウエンコーア
　　 　　（フェリス女子学院大学のミューズたちによる声楽アンサンブル）

NAOTO アコースティック デュオ・コンサート
5月27日(土)14:00開演 
全席指定　一般 4,000円／一般ペアチケット 7,500円
　　　　　横浜市民 3,500円／横浜市民ペアチケット 6,500円
                     EX(見切れ)席 2,000円 （           　　　　　　　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：NAOTO(Vn)、榊原 大 (Pf)

ペアチケット：2枚同時購入時のみ
横浜市民チケット・EX席：さくらプラザのみ取扱い

夢いっぱいシリーズVol.2
ハッピーるんるん♥親子であそぼ♪コンサート  5月号
5月31日(水)①10:15開演
                          ②11:30開演 
                           (各回15分前開場）
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.8
フェリス・フラウエンコーア～山手の丘から歌の花束～
6月11日(日)14:00開演 
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)

会場：さくらプラザ ホール
出演： フェリス・フラウエンコーア
　　　（フェリス女学院大学のミューズたちによる声楽アンサンブル）

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.19～21
第19 回 5月12日(金) 
第20回 7月21日(金)    各回20：00開演
第21回 9月29日(金) 
全席指定　前売 2,000 円／当日 1,500円／学生 1,000円
　　　　    シーズンシート(3公演セット券）4,000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

シーズンシート・学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

©Wataru Nishida

奥村 愛＆大萩 康司 デュオコンサート
～ヴァイオリンとギターの織りなす上質な調べ～

6月24日(土)14:00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)

会場：さくらプラザ ホール
出演： 奥村 愛（Vn）、大萩 康司（Gt）

堤 剛＆萩原 麻未 CDリリース記念
デュオ・リサイタル
7月2日(日)14:00開演 
全席指定　一般 4,000円／横浜市民3,500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： 堤 剛（Vc）、萩原 麻未（Pf）

©ビクターエンタテインメント©Wataru Nishida

© 鍋島徳恭 ©Akira Muto

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン  ヨコハマ  2017
ガラ・コンサート  講師室内楽コンサート
7月8日(土)14:00開演 
全席指定　一般 2,500円／学生1,000円
会場：さくらプラザ ホール

■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
6 月の抽選申込月：2017 年 12 月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：1日（金）18:00 ～ 22:00、2 日（土）9:00 ～ 17:00、
　　　　　　3日（日）9:00 ～ 17:00、8 日（金）、9日（土）、12 日（火）
　　　　　　16 日（土）、28 日（木）18:00 ～ 31 日（日）
ギャラリー：1日（金）～ 3日（日）、12 日（火）、29 日（金）～ 31 日（日）

東日本大震災支援イベント
6月のBIG BAND PARTY
6月18日(日)14:00開演 
全席自由　前売 1,500円／当日2,000円
会場：さくらプラザ ホール
出演： 秋葉中学校吹奏楽部 他

共催
窓口販売のみ

共催
窓口販売のみ

満席

「BS-TBS  日本名曲アルバム」より

「BS-TBS  日本名曲アルバム」より

満席



4F　ホール

SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.6

指定席
3,500円
自由席
2,500円

オフィス道　090-8030-1953（マイク河原）

第3回  戸塚歌謡祭
6/22(木) ①10:00開演  ② 15:00開演(各回30分前開場）
メジャー歌手4名と地元で活躍中の歌手による歌謡祭
【出演者】ハンジナ、小桜舞子、和田青児 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。

4F　リハーサル室

6月の休館日：13日 ( 火 )

自由席
前売 1,500円
当日 2,000円

復興支援音楽の会　090-2179-0389（中川）

東日本大震災支援イベント
6月のBIG BAND PARTY

6/18(日) 14:00開演 (13:30開場)
中学生から社会人までビッグバンドの祭典
【出演者】秋葉中学校吹奏楽部 他

お問合せ

お問合せ

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.8  
フェリス・フラウエンコーア～山手の丘から歌の花束～

6/11(日) 14:00開演 (13:30開場)
フェリス女学院大学のミューズたちによる声楽アンサンブル
【出演者】フェリス・フラウエンコーア
【曲名】すみれの花咲く頃、港が見える丘、赤いスイートピー 他
お問合せ

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　045-866-2501

奥村 愛＆大萩康司  デュオコンサート
～ヴァイオリンとギターの織りなす上質な調べ～

6/24(土) 14:00開演 (13:30開場)
ヴァイオリンとギターの息の合ったハーモニーが
さくらプラザに響きわたる
【出演者】奥村 愛（Vn)、大萩康司（Gt)
【曲名】バルトーク：ルーマニア舞曲、パガニーニ：協奏的ソナタ 他
お問合せ

自由席
一般 1,000円

コーラス鳩　045-893-3445（平井）

コーラス鳩35周年コンサート～“鳩”とともに　歌に生きて～
6/17(土) 13:30開演 (13:00開場)
女声合唱
【出演者】コーラス鳩
【曲名】麦の唄、百万本のバラ、ビリーブ、一本の鉛筆、アフリカの子、道
お問合せ

みんなあつまれ！ ぶたくんとあそぼ♪  いち・にの・さ～んぽ
6/19(月) 10:30開演（10:10開場）
からだをいっぱいつかって音の響きを感じながら遊べるコンサート
【出演者】ハッピーマザーミュージック
【曲名】雨に唄えば、虹の彼方に、ながぐっちゃん、どんないろがすき 他

自由席
おやこ券 2,000円
追加券 1,000円

NPO法人ハッピーマザーミュージック（フォーラムアソシエ）　
045-472-7093（受付時間　10:00～17:00）

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

えふの会　045-821-0545（阿部）

第11回  えふの会展
6/6(火) ～6/12(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
絵の好きな地域の仲間が集まって様々な画材で描いています。
お問合せ

写団「どんぐり」　090-1858-1466（安藤）

第20回  写団「どんぐり」写真展
6/6(火) ～6/12(月)  9:30～17:30 (初日13:00から／最終日15:00まで)
昭和28年設立の写真クラブです。主として風景写真40枚の展示です。
お問合せ

油彩

写真

全日本写真連盟いずみ支部  第24回  写真展
6/14(水) ～6/19(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
会員各自の日常の作品づくりの成果を展示

全日本写真連盟いずみ支部　045-825-3833（手島）お問合せ

写真

ラ・ベルフルールかんそう花　045-822-7367（浦）

ラ・ベルフルールかんそう花　第16回作品発表会
6/15(木) ～6/19(月)  10:00～17:30  (最終日16:30まで)
花の瑞 し々さをいつまでも～創作ドライフラワーの世界～
お問合せ

工芸

フォトクラブしゃらく2　045-803-5974（森岡）

フォトクラブしゃらく・フォトみちづれ　写真展
6/20(火) ～6/26(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
各自が撮ることの楽しさを感じた作品
お問合せ

写真

恒陽彩会　080-1012-7518（津村）

～水彩画で結ぶきずな～
第21回  2017  恒陽彩会水彩画展
6/27(火) ～7/2(日)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日15:00まで)
戸塚区内から富士山をスケッチ。その他横浜近隣の風景画4～8号（120点）
お問合せ

水彩

フォトクラブさざなみ　045-881-8086（松﨑）

第四回 フォトのぞみグループ 写真展
5/30(火) ～6/5(月)  10:00～17:00  (初日13:00から／最終日16:00まで)
テーマ 会員の得意分野でレベルアップを期した作品
お問合せ

写真

水彩

日本画

主催公演　チケット発売情報

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学生券・当日券：さくらプラザのみ取扱い）

会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

アンコール Vol.3

©Wataru Nishida

5月10日(水)14：00
 電話予約開始

シリーズ最終回

春風亭小朝　独演会
8月19日(土)13：30開演
全席指定　3,500 円
会場：さくらプラザ ホール
出演：春風亭小朝

6月21日(水)9：30
販売開始

共催
窓口販売のみ

名曲サロンVol.9
TONES（トーンズ）－マリンバ・パーカッショングループ－
8月24日(木)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：木村奏子、平野有希子、小畑 寛

6月10日(水)14：00
 電話予約開始

さくらプラザ オープンデー 2017

～ようこそ もしもの国へ～

7月 29日（土）
9:30 ～ 16:00（予定）

他にも楽しいイベント盛りだくさん！
＊イベントの詳細はチラシ（6月上旬配布予定）をご覧ください。

　　　　　　　夏休みファミリー公演
「ふしぎな時間  もしもの国で」
①11:00 開演 ②14:00 開演（各回 1時間前開場）
全席指定　一般 1,500 円／子ども 1,000 円（小学生以下）
　　　　　　　　　　　　　　　　※0～ 2歳児はひざ上鑑賞の場合のみ無料

5月25日(木)14：00
 電話予約開始

さくらプラザ共催

か

か

©篠山紀信

前橋汀子プロデュース Vol.8
前橋汀子 ピアノ・トリオ

【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10月21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 応募フォームより申込
締切日　6/30（金）必着
※抽選結果は2017年7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。

10月21日(土)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)、原田禎夫 (Vc)、松本和将 (Pf)

抽選申込受付中！

夢いっぱいシリーズVol.3
ハッピーるんるん♥親子であそぼ♪コンサート  7月号
7月13日(木)①10:15開演  ②11:30開演 (各回15分前開場）
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）

5月31日(水)14：00
 電話予約開始

広告

＊広告募集中　詳しくはさくらプラザまで。


