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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 4月号 4
Apr.

4 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。

活動弁士・ピアノ演奏付  名作無声映画上映会
「チャップリンの冒険」「オペラ座の怪人」
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） 

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2018.3.10 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 2018 年 2 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：原則毎月第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
4 月の抽選申込月：2018 年 10 月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　  ：8日（月）、9日（火）、11日（木）～14日（日）、26日（金）、
　　　　　　27日（土）
ギャラリー  ：1日（月）、9日（火）、12日（金）～21日（日）

My favorite artist series-3
アンコールJAZZ NIGHT  ジャズと映画の世界へ
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）

こぱんだウインズによる アンサンブルコンサート
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

活動弁士・ピアノ演奏付  名作無声映画上映会
「チャップリンの冒険」「オペラ座の怪人」
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） 

© 有楽町朝日ホール（主催：朝日新聞社）

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  ※キャンセル待ち
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）

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）

チョウ  チン さかた　  ともき

©HIDEKI NAMAI

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
出演：劇団俳協

休館日／ 2018-2019 年
   4/10( 火 )　　  5/ 8 ( 火 )
   6/12( 火 )　　  7/10( 火 )
   7/14( 土 )　      7/21( 土 )
   8/14( 火 )          8/15( 水 )
   9/11( 火 )        10/  9 ( 火 )　   
 11/13( 火 )       12/11 ( 火 )
 12/23( 日 )       12/28 ( 金 )  　       
 12/29( 土 ) ～ 1/3( 木 )
  1/  4  ( 金 )　     1/  8 ( 火 )
  2/12 ( 火 )　     2/13 ( 水 )
  3/12 ( 火 ) ＊17 時閉館

広告

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
(コンサートチケット代を含む )

＊

＊

＊



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2018.4 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。 4 月の休館日：10日（火）

4F　ホール

タイルモザイク展　045-861-0819（原）

第10回なごみの会　会員展（絵画研究会）
4/24(火)～4/30(月·祝) 10:00～17:00(初日13:00から/最終日15:00まで)
研究会・スケッチ会と月に2回集まり描画を楽しむグループです。

なごみの会　045-864-0635（曽我）お問合せ

油彩

その他

水彩

水彩画作品展2018
4/24(火)～4/30(月·祝) 10:00～17:00(初日13:00から/最終日16:00まで)
横山貴裕講師が指導するグループ展。風景、静物、人物画約60点

彩ゆう会　080-3402-0677（阿部）お問合せ

水彩

第5回フォトのぞみグループ　写真展
4/17(火)～4/23(月) 10:00～17:00(初日13:00から/最終日16:00まで)
表現の多様化を期したモノクロ作品と個性発現の自由作品約70点

第35回エターナル・アート・モザイク展
4/12(木)～4/16(月)  11:00～18:00(最終日15:00まで)
モザイク作品の展示
お問合せ

  工芸

写真クラブ「どんぐり」　090-3064-4522（三上）

写真クラブ「どんぐり」　写真クラブやまゆりの合同写真展
4/3(火)～4/9(月)  10:00～17:00(初日12:00から/最終日16:00まで)
写真クラブ「どんぐり」40点　写真クラブやまゆり38点の写真展
お問合せ

全席自由
入場無料

YKAダンススタジオ　　080-4624-9889(チェ)

YKA K-POP THE STAGE1
4/21（土） 19:15開演(18:45開場）
ダンス・歌のスキル、アイディア・クオリティを競い戦うK-POPダンス大会

【出演者】YKAダンススタジオ練習生
【曲目】K-POP「BIG BANG, EXO, GOT7」　他
お問合せ

全席自由
入場無料

Vivaカンツォーネ事務局　03-5577-7800（安藤）

コンサート”Viva！カンツォーネ３”
4/21（土） 13:30開演(13:00開場）
朝日カルチャー横浜「カンツォーネを歌う」受講生による発表会

【出演者】安藤英市（指導者）　他
【曲目】イタリア・カンツォーネ　他
お問合せ

全席自由
【前売】

一般2,000円
学生1,000円
【当日】

一般2,500円
学生1,500円県公務一般労組神奈川フィル分会　045-211-3179（杉田）

神奈川フィル分会室内合奏団　春のサンクス・コンサート
4/15（日） 14:00開演(13:30開場）
オーケストラでは聴くことのできない団員達によるアンサンブル

【出演者】神奈川フィル分会室内合奏団
【曲目】おもちゃの交響曲、皇帝円舞曲　他
お問合せ

全席自由
2,000円

湘南グループ　日本のうた・歌・詩　事務局　045-846-6898（長島）

湘南グループ　日本のうた・歌・詩　春のコンサート
4/14（土） 14:00開演(13:30開場）
新作、初演を含む日本歌曲のコンサート

【出演者】桑田葉子、長島和美、加藤由美子　他
【曲目】もう春だ、浜辺の歌、小噺唄Ⅳ、浅草キッド、すてきな春に　他
お問合せ

全席指定
1,500円

さくらプラザ　045-866-2501

映像・語り・ピアノ演奏―臨場感あふれる古くて新しい映画体験！
【出演者】澤登 翠（活動弁士）、新垣 隆（Pf）
【上映作品】｢チャップリンの冒険」「オペラ座の怪人」
お問合せ

全席指定
各回4,800円

※さくらプラザ取扱い分
①14:00  完売

東京労音府中センター　　042-334-8471

　結成30周年  社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパーLIVE 2018
4/7(土) ①14:00開演②17:30開演(各30分前開場）
どうするニッポン!?日米蜜月の未来図は……批判と笑い、世相をするどく
斬りまくる!

【出演者】ザ・ニュースペーパー
お問合せ

全席自由
1,500円

グロリア少年合唱団　　045-825-0522（松村）

　第56回定期演奏会　音楽劇「シューベルトものがたり」
4/4（水）18:30開演(18:00開場）
グロリアの歌声でお届けする、若きシューベルトの青春の日々。

【出演者】グロリア少年合唱団
【曲目】野ばら、菩提樹、アヴェマリア、ツム　ハイリッヒ　他
お問合せ

全席自由
一般 4,000円
学生 3,000円

オフィス虎丸　046-861-8367（河原）

横浜三曲連盟　第140回定期演奏会
4/29（日）10:30開演 (10:00開場）

全席自由
一般1,300円

（初回の方は500円）

全席自由
入場無料

全席自由
入場無料

横浜三曲連盟　045-851-1246（岡本)

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、上村小雪（ヴァイオリン）　他
【曲目】花は咲く、早春賦、ビリーブ等、約15曲

筝・三絃・尺八の合奏による古典曲・現代曲の演奏会
【出演者】坂本昭恵、安藤恵美、久松如陽　他
【曲目】松風、臼の声、楫枕、若菜、北海民謡調、都の春、夕顔　他
お問合せ

　東郷まどか　ピアノリサイタル～物語・絵画と音楽の出会い～
4/27（金） 19:00開演 (18:30開場）

名倉淑子・小笠原智子　ヴァイオリン＆ピアノ　デュオ・リサイタル
4/2（月）19:00開演(18:30開場)
ドイツで出会った二人が初めて共演する至極のステージ。

【出演者】名倉淑子、小笠原智子
【曲目】ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第一番　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

フォトのぞみグループ　045-812-1502（垣内）お問合せ

写真

4F　リハーサル室

全席自由
一般2,500円

中学生以下1,000円

小さい鐘の会　045-825-9278（田中)

物語・絵画からどう霊感を得て音楽が生まれたのか、に焦点を当てる。
【出演者】東郷まどか、神保麻奈
【曲目】プーランク：子象ババールの物語、ムソルグスキー：展覧会の絵　他
お問合せ

主催公演　チケット発売情報

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

©Wataru Nishida

工芸

写真

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

ロコ・サトシ 画業40周年記念展
ー Rocco’ s Arting World 2018 ー 

ウォールペイントの第一人者であるロコ・サトシの個展。
会期中、会場内でライブペイント・ワークショップ開催予定。

▼展示期間
5月30日(水)～6月10日(日) 10:00～19:00
入場料：一般 500円
　　　  高校生以下 無料　※要学生証
会場：3F さくらプラザ ・ギャラリー

3月14日(水)14:00
電話予約開始

3月10日(土)14:00
電話予約開始

4月7日(土)14:00
窓口販売開始

名曲サロンVol.14
荒川  洋&荒川  知子 ファミリーアンサンブル  コンサート
6月23日(土) 14:00開演
全席指定　  一般         　　  
　　　　　こども     （ 3歳～中学生以下）　  　
　　　　   親子ペア  （一般1枚＋こども1枚）           
会場：さくらプラザ・ホール
出演 ： 荒川ファミリー

パルスイートギターアンサンブル　090-4009-1401（平賀）

うたごえ広場・戸塚クラス・6周年記念
4/7（土）10:00開演(9:40開場）

パルスイートギターアンサンブル　スプリングコンサート
4/28（土）14:00開演(13:30開場）

どこかできっと耳にしたことのある馴染み深い名曲を、演奏者の息づかい
まで聴こえるような距離で。

【出演者】林 朝美（Pf）
【曲目】ラヴェル：水の戯れ、リスト：ラ・カンパネラ、モーツァルト/ファジル・
サイ編曲：トルコ行進曲　他

クラシックギターアンサンブルでなつかしい歌謡曲及びギター曲
【出演者】竹本正、武田純一、田上新太郎、平賀雅子　他
【曲目】エルビート、つぐない、愛人、北の旅人、時の流れに身をまかせ　他
お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501

うたごえ広場（カトレア会発表会）　0466-50-1864（田原）

お問合せ

お問合せ

全席自由
各回800円
※②14:30

キャンセル待ち

　名曲サロンVol.13　ピアノを楽しむ時間
4/24(火） ①11:30開演②14:30開演(各回15分前開場）

(新日フィルフルート奏者)　　(リコーダー)

　活動弁士＆ピアノ演奏付　名作無声映画上映会
4/13(金) 14:00開映(13:30開場）

主催公演　チケット発売情報 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
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 )
※先行抽選申込終了。キャンセル分・見切れ席・補助席を販売©篠山紀信

※学生チケットをお買い求めの際は学生証を必ずご提示ください。
※各公演単独券発売日前日（2018年3月23日）までは、5公演とも同じ席のみお買い求めいただけます。
※シーズンシートはVol.１ 公演当日（2018年5月25日）まで販売いたします。

2,500円
1,000円
3,000円


