
4F　ホール

SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.8

入場自由

イタリアの名曲を歌う会　080-1132-8170（横溝）

イタリアの名曲を歌う会（大船教室）第19回発表会
8/11(金) 14:00開演 (13:30開場）
テノール本村陽一門下生によるイタリアの名曲を歌う会発表会
【出演者】独唱11名 他 ピアノ伴奏者
【曲名】イタリア古典歌曲、ナポレターネ、オペラアリア 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

8月の休館日：8日 ( 火 )

お問合せ

4F　ホール

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？
8/16(水) ～17（木）10:00～21:00
空き枠公開：8/1（火）13:00より
＊詳しくはチラシ・ＨＰをご覧ください。
お問合せ

入場自由

㈱三響堂  上永谷ミュージックセンター　045-844-3555

第24回  上永谷ミュージックセンター  子供のためのコンサート
8/6（日） 13:00開演 (12:30開場)
音楽教室発表会
【出演者】上永谷ミュージックセンター生徒
お問合せ

自由席
一般  1,000円
小学生以下  無料

Studio T.Box　090-4071-0181（高垣）

和太鼓集団  山城組【空】  戸塚公演
8/21(月)18:30開演 (18:00開場)
縦横無尽に暴れまくる  空
【出演者】和太鼓集団  山城組  空
お問合せ

自由席
一般  999円

3歳以上で席有  500円

小雀みどり保育園　045-851-4699（川辺）

わらび座「響け日本のうた・おどり」
8/24(木) 10:30開演 (10:00開場) 
様々な日本の伝統芸能とおはやし
【出演者】わらび座
【曲名】ソーラン節、花笠音頭、虎舞 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

チャーチル会ヨコハマ　090-2310-1809（林）

第25回  チャーチル会ヨコハマ  絵画展
8/15(火) ～8/21(日)  10:00～18:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
チャーチル会ヨコハマの会員による水彩、油彩などの作品展
お問合せ

フォトサークル・オーロラ　090-8777-4859（黒川）

第24回  フォトサークル・オーロラ  写真展
8/22(火) ～8/28(月)  10:00～17:00 (初日13:00から／最終日16:00まで)
写真が大好きな仲間18名による写真展
お問合せ

油彩

写真

六恍ふぉとくらぶ　090-2249-7336（落合）

六恍ふぉとくらぶ  写真展
8/22(火) ～8/28(月)  10:00～18:00(初日12:00から／最終日15:00まで)
気の合う仲間と楽しく活動しています。見にいらしてください。
お問合せ

写真

横浜市教育委員会事務局・横浜市立学校総合文化祭実行委員会　045-671-4448（中澤）

平成29年度  横浜市立学校  総合文化祭  開催ポスター原画展
8/2(水) ～8/7(月)  10:30～18:00(最終日16:00まで)
児童・生徒による総合文化祭開催ポスターのうち入選作品を展示。
お問合せ

水彩

台湾アーティストモダン展執行委員会　080-9794-5152（郭）

華麗実存―台湾新美術展
8/9(水) ～8/14(月)  10:00～17:00  (初日14:00から／最終日14:00まで)
台湾現代芸術を代表する女性画家を中心に37名の油彩作品を展示。
お問合せ

油彩

水彩

入場自由

サロン・ド・ムジカ　080-1839-6579（小山）

サロン・ド・ムジカinかながわ  第7回声楽発表会
8/11(金) 19:30開演 (19:15開場）
イタリア歌曲からオペラアリアまでアマチュア声楽家による発表会
【出演者】加藤結理（Sop）、遠藤華菜（Pf） 他6名
【曲名】モーツァルト：アレルヤ、ボーエームよりムゼッタのワルツ 他
お問合せ

入場自由

どるちえ音楽教室　090-8505-8395（石塚）

ピアノ・ヴァイオリン・チェロによるコンサート
8/13(日) 12:30開演 (12:00開場）
ピアノ・ヴァイオリン・チェロによるコンサート
【曲名】パッフェルベル：カノン、レスピーギ：古風な舞曲とアリア
お問合せ

完売御礼

さくらプラザ　045-866-2501／春々堂　03-5447-2131

春風亭小朝 独演会
8/19(土) 13:30開演 (13:00開場）
【出演者】春風亭小朝
お問合せ

入場自由

ムーンライト・オーケストラ　090-5324-0279（市川）

ムーンライト・オーケストラ  31th  サマーコンサート
8/26(土)14:30開演 (14:00開場)
JAZZ COLOR  色とりどりの曲をビッグバンドアレンジで
【出演者】ムーンライト・オーケストラ
【曲名】キャラバン、美女と野獣、黒いオルフェ、グリーンスリーブス 他
お問合せ

名曲サロンVol.9  マリンバで聴く夏の名曲
～TONESが奏でるエネルギッシュな音色～

8/24(木) ①11:30開演 ②14:30開演（各回15分前開場）
打楽器ならではのエネルギッシュにはじける音色をお楽しみください。
【出演者】TONES（木村奏子、平野有希子、小畑 寛）

自由席
各回 800円

（未就学児入場不可）
定員：各回70名

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

デザイン

写真クラブ「どんぐり」　090-3064-4522（三上）

写真クラブ「どんぐり」第20回記念写真展
8/29(火) ～9/4(月)  10:00～17:00 (初日12:00から／最終日16:00まで)
写真好きの仲間たちの作品の成果を発表
お問合せ

写真

サンフォーカス’94　090-5404-9503（大竹）

サンフォーカス’94  第20回  写真展
8/29(火) ～9/4(月)  10:00～17:00(初日12:00から／最終日16:00まで)
自分の視点を大事にをモットーとし撮影した作品を展示致します。
お問合せ

写真

入場自由
事前申込

横浜市立大学アカペラシンガーズvoxbox　090-9730-0341（権代）

voxbox Summer Live 2017「人生ゲーム」
8/10（木） 18:00開演 (17:30開場)
横浜市大アカペラ部による最高のアカペラエンターテイメント！
【出演者】横浜市立大学アカペラシンガーズvoxbox
お問合せ

入場自由

県立上矢部高校　045-861-3746（渡部）

県立上矢部高校  第1回学校説明会
8/15(火) 美術科　11:00開演  
　　　　普通科①13:30開演  
　　　　普通科②15:00開演(各回30分前開場）
上矢部高校の美術科及び普通科の教育内容説明
お問合せ

入場自由

藤の子会舞岡おんがく教室　045-822-8277（髙木）

藤の子会  第42回発表会
8/20(日) 14:30開演 (14:00開場）
舞岡おんがく教室・のぞみ音楽教室／ピアノ＆サックス発表会
お問合せ

入場自由

日本演奏家協会　0467-23-6589（田中）

第19回  日本演奏家コンクール  第2次予選  ピアノ部門
8/28(月)14:00開演 (13:30開場)
クラシックによるコンクール
【出演者】コンクール参加者
お問合せ

トーンズ

主催公演　チケット発売情報

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
7月12日（水）14:00　電話予約開始

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
会場：さくらプラザ ホール
7月25日（火）14:00　電話予約開始

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
8月16日（水）14:00　電話予約開始

夢いっぱいシリーズVol.4
ハッピーるんるん♥
親子であそぼ♪コンサート  9月号
9月22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）
7月13日（木）14:00　電話予約開始

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
8月25日（金）14:00　電話予約開始
※8月24日（木）名曲サロンVol.9ご来場者には
　先行販売いたします。

トーンズ

かのえとらながつき

コテツ



好評発売中

2017.7.10 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 6月25日
　時点での情報です

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

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

〒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 8月号 8
Aug.

8 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.9
マリンバで聴く夏の名曲
～TONESが奏でるエネルギッシュな音色～
8月24日(木) 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：TONES
           （木村奏子、平野有希子、小畑 寛）

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.20～21
第20回 7月21日(金)    20:00開演
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)

ラストシーズン

学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

©Wataru Nishida

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

■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
8 月の抽選申込月：2018 年 2月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：4日（日）9:00 ～ 17:00、13 日（火）、14 日（水）、18 日（日）、
　　　　　　23 日（金）、24 日（土）、25 日（日）
ギャラリー：1日（木）～ 4日（日）、13 日（火）、20 日（火）～ 28 日（水）

名曲サロンVol.9
マリンバで聴く夏の名曲
～TONESが奏でるエネルギッシュな音色～
8月24日(木)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：TONES（木村奏子、平野有希子、小畑 寛）

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

シリーズ最終回

TONES

トーンズ

トーンズ

結成30周年&最新CD発売記念
トルヴェール・クヮルテット コンサート
9月8日(金)18:30開演
全席指定　一般3,000円／横浜市民2,500円／学生1,500円
会場：さくらプラザ ホール
出演：トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）、小柳美奈子（Pf）

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

トーンズ

トーンズ

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

さくらプラザ オープンデー 2017

～ようこそ もしもの国へ～
9:30 ～ 16:00 入場無料同時開催

　　　　　　　夏休みファミリー公演
「ふしぎな時間  もしもの国で」
7月 29 日（土）①11:00 開演 ②14:00 開演
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

会場：さくらプラザ ホール
出演：劇団かかし座

トーンズ


