
入船亭扇辰 柳家小せん

春風亭正太郎

橘家文蔵

林家楽一

＊広告募集中　詳しくはさくらプラザまで。

広告

ツアーコンダクターが
さくらプラザ舞台裏をご案内！
声楽のミニコンサート付き！

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 2018年 1月号 1
Jan.

1 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。

新春さくらプラザ寄席
「泣く落語」～其の伍   たちきり～
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（さくらプラザのみ取扱い）
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

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

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

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

2017.12.10 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 11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・12月29日～1月3日
17:00閉館：12月28日・1月4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
1 月の抽選申込月：2018 年 7月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：10 日（火）、14 日（土）18:00 ～ 22:00、
　　　　　　20 日（金）、21 日（土）、27 日（金）
ギャラリー：10 日（火）、17 日 ( 火 ) ～ 23 日（月）

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

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）

©林喜代種 ©Wataru Nishida

©Wataru Nishida

さくらプラザ・ホール見学 ツアー
～ホールの裏側を大公開！～
2018年2月21日(水)14:00開始
参加無料
対象：一般（中学生以上）
定員：定員15 名 ※定員になり次第、申込を終了とさせていただきます。
会場：さくらプラザ ホール

1月11日(木)14:00
電話予約開始

若林顕 新シリーズ！
2018 年 5 月より
ショパン・全ピアノ作品シリーズ
「ショパンを巡る旅 2018-2020」
スタート！（近日公開予定）

プレ講座 開催決定！
2018 年 3月 9日（金）
19:30 ～ 20:30
全席自由　1,000 円
会場：リハーサル室

1月13日(土)14:00
電話予約開始

まもなく申込開始！

残席僅少

©Wataru Nishida



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2018.1

自由席
〈大人1人＋子供1人〉

1,500円
〈大人2人＋子供1人〉

2,300円
〈大人1人〉 1,200円
〈子供1人追加〉 500円平山音楽院　045-845-0925

親子で楽しむ『音楽おもちゃ箱』Vol.10
1/8（月） ①11:00開演（10:30開場) ②13:30開演（13:00開場)
童謡、手遊び、絵本の歌い聴かせ等、大人も子供も楽しめるステージ
【出演者】みたあきこ、下川寿々奈 他
【曲名】童謡メドレー、わーお ！ 、情熱大陸、オンブラマイフ 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。

1 月の休館日：1月 1日（月）～ 1月 3日 ( 水 )・9日（火）
※1月 4日（木）は 17:00 で閉館いたします。

お問合せ

4F　ホール

全席指定
1,200円

050-3550-1155（遠藤）

とつかニューイヤーコンサート2018
1/11（木）14:00開演 (13:20開場）
戸塚出身の姉妹デュオによる、クラシック音楽で出逢う「舞曲」
【出演者】遠藤香奈子、遠藤和歌子
【曲名】宮城道雄：春の海、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他
お問合せ

自由席
入場無料

エコール・パ・ザ・パ　090-8727-7858（島田）

新春コンサート・2018  （歌曲とオペラ・アリアによる）
1/5（金） 14:00開演（13:40開場) 
お問合せ

戸塚切り絵同好会・戸塚切り絵友の会　045-321-2297（髙橋）

第1回戸塚切り絵展示会
1/16(火) ～1/22(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで)
切り絵会員の一年間活動してきた苦労の作品を合同で展示
お問合せ

切り絵

ヤスナカグループ　045-881-9275（安中）

海のなかまたちの童話さし絵展～安中榮子児童文学の世界～
1/4(木) ～1/8(月)  10:00～18:00（初日15:00から／最終日17:00まで）
海の童話挿絵原画  10Mのクジラの絵  読み聞かせや朗読企画展示
お問合せ

水彩

葉舟書道会　045-852-2707（河辺）

第15回　葉っぱの会　書作品展
1/11(木) ～1/14(日)  10:00～18:00(最終日16:00まで)
子供と大人の書道作品。生き物の漢字に挑戦。書初・漢詩・仮名等
お問合せ

遊友会　045-852-2601（谷中）

第16回　遊友展
1/10(水) ～1/15(月)  10:00～17:00(初日14:00から／最終日16:00まで)
6号から30号までの絵画約30点を展示します。
お問合せ

油彩

全席自由
入場無料

横浜室内合唱団　090-8045-5218（市橋）

横浜室内合唱団  第15回演奏会～歩みつづけてもうすぐ半世紀～  
1/27(土)14:00開演 (13:30開場)
三人の邦人作曲家の様々な曲集、および我団の愛唱曲集からの、四部構成
の混声合唱演奏会
【出演者】横浜室内合唱団 、石原純一（Con） 他
【曲名】多田武彦：松径、鈴木憲夫：憧れ、木下牧子:幻年 他
お問合せ

全席指定
3,500円

まつざき幸介事務局　070-6444-7345

まつざき幸介「蜃気楼」新曲発売記念コンサート
1/19（金）13:30開演 (13:00開場)
30年1月10日発売、まつざき幸介の新曲「蜃気楼」発売記念
【出演者】まつざき幸介、小田純平
【曲名】蜃気楼、まなざしにグッバイ 他
お問合せ

書道

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

新春さくらプラザ寄席  「泣く落語」～其の伍  たちきり～
1/7（日）13:30開演 (13:00開場）
江戸人情噺の傑作をお届けする“泣く落語”
【出演者】橘家文蔵、入船亭扇辰、柳家小せん、春風亭正太郎、林家楽一
お問合せ

全席自由
入場無料

宗家西川流神奈川県支部　045-871-4293（西川）

宗家西川流神奈川県支部  第14回  勉強会
1/13(土) 11:00開演 (10:30開場）
伝統芸能  日本舞踊の勉強会  長唄「松の翁」ほか22演目
【出演者】宗家西川流名取  28名
【演目】古典芸能  日本舞踊  23演目
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

フォト夢とつか　090-8486-3609（伊藤）

みんなの写真展
1/23(火) ～1/29(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日15:00まで)
自由・テーマ主役が花・組写真。写真と川柳とのコラボ作品。
お問合せ

写真

全席自由
入場無料

アンサンブルアスコルタ・ミモザの会　0466-34-1721（佐藤）

若い芽のコンサート
1/13(土) 19:00開演 (18:30開場）
演奏家を目指す若い音楽家（学生）たちの発表の場
【出演者】山崎由璃、竹本百合子、森下由貴 他
お問合せ

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 )

3月10日(土)14:00
電話予約開始

©篠山紀信

4F　リハーサル室

全席自由
事前申込
2,500円

カトレア朗読の会　090-9306-5267（渡）

第3回新春語りライブ～古屋和子と仲間たち～
1/27(土)13:45開演 (13:20開場)
声の文学史―明治、大正、昭和
【出演者】古屋和子、青山吉良、野口英
【演目】泉鏡花：婦系図より、中島敦：山月記、菊地寛：極楽 他
お問合せ

全席自由
事前申込
当日 1,000円

（初回の方 500円）
うたごえ広場（カトレア会発表会）　0466-50-1864（田原）

うたごえ広場・戸塚クラス
1/13（土）・27(土) 各日10:00開演 (9:40開場)
日本や世界の名曲やポピュラー曲 皆様で楽しく歌う。発声や指導有り
【出演者】田原真理子、佐藤順子 他
【曲名】モルダウの流れ、花は咲く、エーデルワイス、ビリーブ等 約15曲

全席自由
入場無料

ムジツィーア・シュトゥンデ　045-715-1293（北島）

ムジツィーア・シュトゥンデ
1/14(日) 14:00開演 (13:30開場）
才能豊かな中学生～音大生、音大卒業生によるピアノ発表会
【出演者】学生、若手ピアニスト
【曲名】ショパン・ベートーヴェンなどの主にピアノ曲
お問合せ

全席自由
入場無料

ブリティッシュブラス ラヴィアンローズ　090-6525-3149（山本）

バレンタインコンサート 2018
1/28(日) 14:00開演 (13:30開場）
英国式金管バンドによる馴染みあるポップなプログラムの演奏会
【出演者】ブリティッシュブラス ラヴィアンローズ
【曲名】美女と野獣、青い珊瑚礁、ミスターベースマン 他
お問合せ

主催公演　チケット発売情報

お問合せ

全席自由
600円

コンセール・アミティエ　080-1191-7703

第27回コンセール・アミティエ  歌声サロン＆若返リトミック
1/30(火)10:30開演 (10:15開場)
童謡・唱歌を歌う。リトミックとプロによるミニコンサートもあり。
【出演者】三浦明美、前坂飛鳥、吉府充希子
【曲名】あんたがたどこさ、かごめかごめ、黄金虫、たきび、ペチカ 他
お問合せ

第 5回区民企画事業
地域の賑わいのため、区民によるさまざまなジャンルの文化芸術活動を公募しました。

神奈川県立上矢部高等学校　045-861-3549（上田）

第12回上矢部高等学校卒業制作展
1/31(水) ～2/4(日)  10:00～17:00(最終日16:00まで)
上矢部高校美術陶芸コース3年生による、卒業制作作品の展示
お問合せ

水彩

油彩

彫刻工芸

文芸

陶芸その他

写真

こぱんだウインズによる アンサンブルコンサート
2018年3月28日(水)15:30開演
全席指定　1,000円
公演時間：約 60 分
会場：さくらプラザ ホール
出演：こぱんだウインズ

1月5日(金)14:00
電話予約開始

同日開催　ぱんだウインドオーケストラ メンバーによる
　　　　   管楽器クリニック
受講料　1,800円（クリニック講師によるコンサート  チケット代を含む）
　　　　※クリニック参加者は講師コンサート公開リハーサルの鑑賞が可能です。
対象：中学 1年生～高校 3年生（2018 年 3月時点）
　　　※楽器を持参できる方
会場：さくらプラザ 4F
講師：ぱんだウインドオーケストラ メンバー

全席自由
1,000円

（公社）戸塚法人会　045-861-8743（長沼）

新春  民謡コンサート
1/25（木）18:00開演 (17:30開場）
聴導犬のデモンストレーションと民謡コンサート
【出演者】聴導犬育成の会、郷みん’S
お問合せ

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 )、米木康志（B） 

12月14日(木)14:00
電話予約開始

主催公演　チケット発売情報

先行抽選申込受付中！
締切日　2017年12月22日（金）必着
※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。

※各公演・イベントの詳細はチラシまたはさくらプラザHPをご覧ください。

※お席はお選びいただけません。

活動弁士・ピアノ演奏付
名作無声映画上映会
2018年4月13日(金)14:00開演
全席指定　一般 1,500円
会場：さくらプラザ ホール
出演：澤登 翠（活動弁士）、新垣 隆（Pf） 予定

1月26日(金)14:00
電話予約開始

©有楽町朝日ホール（主催：朝日新聞社）

※詳細は 12 月末公開予定

公演中止


