
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 2月号 2
Feb.

2 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.8
カルテット＆ピアノ五重奏  傑作選
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）

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2018.1.10 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 12 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
2 月の抽選申込月：2018 年 8月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：14 日（火）、18 日（土）、23 日（木）18:00 ～ 22:00、
　　　　　　24 日（金）、26 日（日）、31 日（金）
ギャラリー：14 日（火）

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

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）

©林喜代種 ©Wataru Nishida

©Wataru Nishida

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

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

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
声楽のミニコンサート付き
参加無料  ※要申込
対象：大人（中学生以上）
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
出演：白川優希（Pf）、音羽麻紀子（Sop）

1月11日(木)14:00
電話予約開始

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

チケット発売情報

©有楽町朝日ホール（主催：朝日新聞社）

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

©林喜代種 ©Wataru Nishida

©Wataru Nishida

若林顕セルフプロデュース  ショパン・全ピアノ作品シリーズ
ショパンを巡る旅 2018-2020 プレ講座 
3 月 9日 (金)19:30 ～ 20:30
全席自由　1,000 円
定員：70 名
会場：リハーサル室
出演：若林顕（Pf）

1月13日(土)14:00
電話予約開始

©Wataru Nishida

1月24日(水)14:00
電話予約開始

夢いっぱいシリーズVol.7
ハッピーるんるん♥
親子であそぼ♪コンサート  3月号
3月2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）

※中面にも情報がございます。



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2018.2

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？
2/6（火）～9（金） 10:00～21:00
申込終了／空き枠公開：1/23（火）14:00より
＊詳しくはＨＰをご覧いただくか、お問合せください。

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。 2 月の休館日：13日（火）

お問合せ

4F　ホール

全席自由
一般 2,000円
学生1,000円

アルトピアーノ　070-4342-6566（山岸）

Flourish（フローリッシュ）～繁栄
2/10（土）13:30開演 (13:00開場）
10人の若手音楽家によるクラシックライブ
【出演者】山岸萌、石川千晶、牧野明華、加藤 紬 他
【曲名】ショパン：舟歌、スヴェルツ：ラヴェルの墓 他
お問合せ

ポピー絵の会　090-6923-4920(内山)

日本画・水彩画展―大船・上永谷  内山教室作品展―
2/14(水)～2/19(月) 10:00～17:00(初日13:00から)
大船と上永谷の内山教室の生徒さんの作品展です。
お問合せ

日本画

フラワーバスケット　045-864-1932(小野崎)

フラワーバスケット  パッチワークキルト展
2/8(木)～2/11(日)  10:00～17:00(最終日16:00まで)
寒い季節に心がほっこりなごむキルト作品の展示
お問合せ

全席指定
一般 3,000円

ペアチケット 5,000円
学生 1,500円

（ 　　　　　　　　　）

さくらプラザ　045-866-2501

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

2/18（日）14:00開演 (13:30開場)
【出演者】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）
【曲名】ハイドン：弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 Op.64-5,Hob.Ⅲ-63「ひばり」 他
お問合せ

手芸
全席自由
入場無料
事前申込横浜市戸塚区明るい選挙推進協議会　045-866-8316（白沢）

とつかイコット映画会
2/4（日）13:30開映 (13:00開場）
アニメ映画「ペット」を上映。せんきょ川柳コンテストも同時開催。
お問合せ

全席自由
入場無料
要整理券

横浜市立戸塚高等学校OB吹奏楽団　totsuka.ob.info@gmail.com

第4回定期演奏会
2/11(日) 14:00開演 (13:30開場）
横浜市立戸塚高校OB吹奏楽団による定期演奏会。
【出演者】横浜市立戸塚高校OB吹奏楽団
【曲目】オリエント急行、歌劇「運命の力」序曲、「君の名は」コレクション 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

造形教室むむてぃあ　045-864-7270(志村)

造形教室むむてぃあ＆めいめい会
〈ここからはじまるアート展〉
2/28(水)～3/4(日)  10:00～17:00(最終日16:00まで)
元気な子どもと素敵な大人の、個性あふれるアートの展示
お問合せ

油彩

全席自由
1,000円

横濱音泉倶楽部　090-4383-4585

横濱音泉倶楽部♪内風呂FEST.テルマエ・ヨコハマエ
2/12(月・祝) 13:30開演 (13:00開場）
昨年20周年を迎えた当団のパート対抗によるコンサート。
【出演者】横濱音泉倶楽部
お問合せ

4F　リハーサル室

完売御礼

さくらプラザ　045-866-2501

名曲サロンVol.12
春を招ぶ  バレンタインコンサート

2/3(土)①11:30開演 ②14:30開演(各回15分前開場)
歌の魅力を存分に、名曲の数々を重唱とソロでお楽しみください。
【出演者】吉府充希子（Sop）、新津耕平（Ten）、片野敦子（Pf）
【曲名】エリック・サティ：ジュ・トゥ・ヴ（あなたが大好き） 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
2/17(土) 10:00開演 (9:40開場)
日本の歌や世界の名曲やポピュラーソング等 皆様で楽しく歌う
【出演者】田原真理子、佐藤順子 他
【曲名】花は咲く、早春賦、ビリーブ等 約15曲

全席自由
前売 2,500円
当日 2,800円

楽画会　03-3498-2508

オペラ映画「フィガロの結婚」特別上映会
2/17(土) 13:00開映 (12:30開場）
モーツァルトの傑作を豪華キャストで映画化。演奏はウィーン・フィル。
【出演者】ヘルマン・プライ、ミレッラ・フレーニ、D・フィッシャー＝ディースカウ 他
お問合せ

全席自由
前売 1,000円
当日 1,500円

戸塚区演奏家協会　090-5395-7033（池田）

戸塚区演奏家協会によるガラコンサート“とつかのん  Vol.4”
2/25(日) 14:00開演 (13:30開場）
毎年好評の本格的クラシックコンサート。ヴァイオリン、フルート等。
【出演者】吉府充希子、村上雅基 他
【曲名】ショパン:幻想ポロネーズ、ブラームス：子守唄、グノー：ファウストより 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
2,800円

㈱ディストル・ミュージック エンターテインメント　045-443-8765（生明）

富岡大輝ミニワンマンライブ「ええ歌聴きにおいでや」
2/4(日)18:45開演 (18:30開場)
シンガーソングライター富岡大輝のギター弾き語りライブ
【出演者】富岡大輝
【曲名】アイシテル、恋心 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。

全席自由
入場無料
事前申込

横浜市資源循環局3R推進課　045-671-3593

映画「みそを  つくる  こどもたち」上映会＆小泉武夫講演会
2/22（木）13:00開映 (12:30開場）
伝統的な和食で育っていく子どもたちのドキュメンタリー映画
【出演者】小泉武夫、オオタヴィン 他
お問合せ

若林顕セルフプロデュース  ショパン・全ピアノ作品シリーズ
ショパンを巡る旅 2018-2020《全 15 回》
【Vol.1】5 月 25 日 (金)
【Vol.2】7 月 27 日 (金)
【Vol.3】9 月 28 日 (金)
【Vol.4】11 月 16 日 (金)
【Vol.5】2019 年 2月 8日 (金)
各回19:30開演
全席指定　一般 2,500円／学生1,500円
　　　　　シーズンシート（5公演セット） 10,000円
　　　　　　　　（学生チケット・シーズンシートは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）
共演：Vol.2 藤森亮一（Vc）、Vol.4 鈴木理恵子（Vn） 他

活動弁士・ピアノ演奏付  名作無声映画上映会
「オペラ座の怪人」「チャップリンの冒険」
4月13日(金)14:00開映
全席指定　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） 

1月26日(金)14:00
電話予約開始

©Wataru Nishida

入場
無料

聴く？

観る？

食べる!?

※詳細はチラシ・HPをご覧ください。

ギャラリー2月22日・23日・24日
木 金 土2018 年 22 日 ( 木 )13:00～17:00

23 日 ( 金 )10:00～17:00
24 日 ( 土 )10:00～16:00

ホール 14:00～16:15(開場 13:30)

ホール前
11:00 ～14:00※売切れ次第終了

リハーサル室

練習室 3

練習室 2

練習室1

2月24日
土2018 年

殺陣実演
＆ミニワークショップ

さくらプラザ マルシェ

クロマチックハーモニカ

THE LEAPS ライブ
①11:00 ～ 11:30
②12:20 ～ 12:50

ギター・ウクレレ
体験コーナー
 11:00 ～ 15:00( 入退場自由 )

①11:40 ～ 12:10
②13:00 ～ 13:30

さくらプラザ利用者・アーティスト・
区民の皆様の文化的交流イベントです。

①11:30 ～ 12:30
②13:30 ～ 14:30

2018

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

事前申込
参加無料
定員：15名

さくらプラザ　045-866-2501

 さくらプラザ ホール見学ツアー～ホールの裏側を大公開！～
2/21（水）14:00～16:00（参加者は15分前に集合）
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！
【出演者】白川優希（Pf）、音羽麻紀子（Sop）
【曲名】プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん 他
お問合せ

練習室 4 「ボディーワークス」ピラーティス体験
①11:30 ～ 12:10　リフレッシュクラス①
②13:20 ～ 14:00　リフレッシュクラス②
③14:20 ～ 15:00　働く社会人のためのボディコンディショニング

1月15日(月)14:00
電話予約開始

水彩

水彩

工芸

各公演単独券
3月24日(土)14:00
電話予約開始

シーズンシート
3月17日(土)14:00
電話予約開始

名曲サロンVol.13
ピアノを楽しむ時間
4月24日(火) 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：林  朝美（Pf）

2月4日(日)14:00
電話予約開始

劇団俳協  ミュージカル
あらしのよるに
5月3日(木・祝)①11:00開演※未就学児入場可
　　　　　　   ②14:00開演※未就学児入場不可
全席指定　 一般 　　（中学生以上）         2,000円
　　　　   こども　　（小学生以下）       1,000円
　　　　 親子ペア（一般1枚+こども1枚）1,800円
公演時間：休憩なし  約 85 分
会場：さくらプラザ ホール

2月15日(木)14:00
電話予約開始

趙 静＆阪田 知樹  デュオコンサート
5月9日(水)18:30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：趙 静 （Vc）、阪田知樹（Pf）

2月11日(日)14:00
電話予約開始

( 対象：15 歳以上～ 65歳くらいまでの健康な方）

チョウ  チン さかた　  ともき

©HIDEKI NAMAI


