
4F　ホール
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�	�� 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。 6 月の休館日：8日 ( 火 )

主催・共催公演　チケット発売情報

お問合せ

4F　リハーサル室 

東日本大震災支援イベント　
6月のBIG BAND PARTY
6/13(日)14:00開演(13:30開場)
【出演】 横濱音泉倶楽部、横浜市立秋葉中学校吹奏楽部　他

全席自由
前売 2,000円
当日 2,500円

一般社団法人 横浜 JAZZ 協会  080-8450-1516
復興支援音楽の会

お問合せ

共催
 窓口販売のみ

※入場料金のうち1,000 円は、復興支援音楽の会を通じ東日本大震災・被災地
　でのジュニアジャズバンド等の活動に充てられます。

東日本大震災の直後に横浜 JAZZ プロムナードに参加
するミュージシャンやスタッフによって、被災地の復興
に何らかのお手伝いをしたいとの思いから活動が始ま
りました。生活再興が優先される復興支援。「復興支援
音楽の会」では、楽器の手当て、練習場の確保、発表機
会の創出などを通じて、子どもたちの音楽環境を支援
する活動を続けています。

Salon du musicaport（音楽の港）　080-9279-5133 (松尾)

ピアノ・声楽・ピアノ連弾によるコンサート。
【出演】 松尾 益民、西谷 孝子、山本 真衣　他
【曲目】 ショパン：ノクターン、マズルカ　ドビュッシー：喜びの島　他
お問合せ

全席自由
2,000円

ミュジカポール・コンサート 6
6/5(土)13:00開演(12:40開場)

サロン・デュ・ミュジカポール

クリンゲン第8回演奏会
6/12(土)14:00開演(13:30開場)
ピアノソロの演奏会。
【曲目】 ショパン：バラード  第1番、第4番
　　　 ラフマニノフ：ソナタ  第2番　他

クリンゲン　080-1028-2039 (柄澤)お問合せ

全席自由
要事前申込

全席自由
前売 1,800円
当日 2,000円

ヒラルディージョ　070-6632-8367 (大森)

ラテンフォルクローレ・カジュアルコンサート
6/20(日)14:00開演(13:30開場)
アルパ、ギター、バイオリンによる中南米の音楽を楽しむ演奏会。
【出演】 池山 由香(アルパ)、稗田 隼人(ギター)、瀬尾 鮎子(バイオリン)
お問合せ

世界の名歌を楽しむ  －オペラ・アリア、歌曲を歌う－
                                                                         コンサート Vol.10
6/29(火)15:30開演(15:00開場)
朝日カルチャーセンター横浜教室受講生22名による独唱。
【出演】 宇佐美 瑠璃（指導）、裾野 由佳（ピアノ）
【曲目】 城ヶ島の雨、グラナダ、私は夢に生きたい、鐘の歌　他

全席自由
入場無料
関係者のみ

お問合せ 世界の名歌を楽しむ　045-863-0396 (石井)

うたごえ広場・戸塚～皆様で楽しく歌いましょう
6/6(日)①10:00開演(9:50開場) 
　　　 ②11:00開演(10:50開場)
①名曲コース　②ポピュラーコース　入替制・歌唱指導有。
【出演】 田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】 ① 夏の思い出、エーデルワイス　他
　　　 ② 少年時代、パリの空の下　他

全席自由
定員各回26名
一般各回 1,000円
新規各回 1,000円
要事前申込

お問合せ うたごえ広場　戸塚会場　0466-50-1864 (田原)

コンセール・アミティエ
第41回 音楽サロン plus  ～心で聴き、心で歌う～
6/22(火)①10:45開演(10:30開場)  
                  ②14:15開演(14:00開場)
コントラバスの演奏と夏の歌をお届けします♪
【出演】 吉府 充希子(Sop)、戸嶋 優(Cb)、西 優樹(Pf)
【曲目】 金魚の昼寝、茶摘み、風鈴、海　他

全席自由
各回 1,000円

コンセール・アミティエ　080-1191-7703   
utataisou@yahoo.co.jp

お問合せ

共催
 窓口販売のみ

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては変更になる場合がございます。最新情報につきましては、さくらプラザ ホームページ、もしくは主催者にお問い合わせください。

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.14
0歳から大人まで楽しめるコンサート
Bambini(バンビーニ)とはじける夏！
8月7日(土)11:00開演（10:30開場）
全席指定　大人 1,000円(中学生以上)
　　　　　子ども 500円(0歳から小学生)
　　　　　親子ペア 1,200円
　　　　　(大人1枚+子ども1枚)
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：Bambini(バンビーニ)
　　　村田 春奈(Sop)、土屋 祥子(Mez)
　　　平下 美香(Fl)、鈴木 智子(Vn)
　　　松葉 真理子(Pf)
　　　土屋 広次郎(特別出演／Bar)

6月11日(金)
14:00～

電話予約開始

シリーズ

2021

全日本写真連盟 いずみ支部　045-742-8823 (岩崎)お問合せ

ネイチャー、風景、スナップ、人物などの写真。 写真

全日本写真連盟 第27回 いずみ支部 写真展
6/1(火)～6/6(日)10:00～17:00
　　　　　　　 (初日12:00～／最終日～16:00)

和紙ちぎり絵　090-9159-6604 (金子)お問合せ

和紙ちぎり絵作品展
6/10(木)～6/14(月)10:00～18:00 (最終日～16:00)
手すき和紙の魅力に心癒されながら自由で思い思いの作品を創作。 和紙

ちぎり絵

知の会　045-864-3280 (長谷川)お問合せ

   知の会 水彩画展
   6/16(水)～6/21(月)10:00～18:00 (最終日～16:00)
水彩画展。 水彩

デジカメボランティア会　090-6023-7471 (広井)お問合せ

第16回 デジカメボランティア会 横浜写真展
6/22(火)～6/28(月)10:00～17:00
　　　　　　　 (初日13:00～／最終日～15:00)

写真(株) ニコンOB有志により創立、会員会友の自由作品を展示。

フォトサークル舞岡　045-812-1502 (垣内)お問合せ

「舞岡」「さざなみ」の会員による風景等の作品40点弱を展示。 写真

第8回フォトのぞみグループ写真展
6/9(水)～6/14(月)10:00～17:00
　　　　　　　 (初日13:00～／最終日～16:00)

3F　ギャラリー　　　　　　　　　　　　　表記が無い場合は無料で入場いただけます ともだちや  －あいつもともだち－
7月25日(日)13:00開演（12:30開場）※休憩なし・約65分
全席指定　大人(中学生以上) 2,500円
                     子ども(0歳から小学生) 1,000円
                     親子ペア(大人1枚+子ども1枚) 3,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：劇団うりんこ
             佐々木 政司、和田 幸加、山内 庸平(客演)
※0歳から入場可。2歳以下ひざ上鑑賞の場合は入場料無料。
    お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。

5月12日(水)
14:00～

電話予約開始

『《戸塚図書館 協力企画》『おれたち、ともだち！』シリーズ人気投票！！』
「ともだちや―あいつもともだち―」の原作シリーズが戸塚図書館にて期
間中全巻ご覧いただけます。また同期間内には人気投票に参加できます。
期間：2021 年 6月22日 ( 火 ) ～ 7月23日 ( 金 )
会場：横浜市戸塚図書館
　　　（住所：横浜市戸塚区戸塚町 127　TEL：045-862-9411）

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  2020年度 振替公演
「ショパンを巡る旅 2018-2020」《全15回》
7月9日、9月17日、11月5日、2022年2月25日 ※各日すべて(金)
19:30開演(19:00開場)  休憩なし・約80分
全席指定　各回  一般 2,500 円／学生 1,500 円
                                   ※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。

会場：さくらプラザ ・ホール
出演：若林 顕（Pf）他©Wataru Nishida

　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　　      ＜電話予約開始日＞　
Vol.12   7/9　コン・グラン・エスプレッシオーネ  
　　　 ーピアノによるベルカントー
　　　 共演：鈴木 理恵子(Vn1）
 　  山田 百子(Vn2）
 　  鈴木 康浩(Vla）
 　  毛利 伯郎(Vc）
　　　 曲目：ピアノ協奏曲　第2番 op.21　他
 
Vol.13   9/17　偉大なベートーヴェンの影から 
　　　 曲目：ワルツ 第1番 「華麗なる大ワルツ」 op.18　他

Vol.14   11/5　ロベルト・シューマンの夢と…
　　　 曲目：幻想即興曲 op. 66　他

Vol.15   2022/2/25　ショパン、その終に奏でられたのは…
　　　 共演：安田 謙一郎(Vc）
　　　 曲目：チェロとピアノのためのソナタ　op.65　他

　
  5月13日（木）14:00

 
  6月24日（木）14:00

  9月 16日（木）14:00

11月  11日（木）14:00

さくらプラザ　045-866-2501

名曲サロン シリーズVol.27
ピアノ四重奏の魅力  ～ドホナーニの世界から～
6/10(木)14:00開演(13:30開場)  休憩なし・約60分 全席指定

一般 1,000円

お問合せ

【出演】 蛯名 桃子(Vn)、川村 凜子(Vla) 、石井 沙和子(Vc)、鈴木 啓資(Pf)
【曲目】 モーツァルト：ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 K.478
　　　ドホナーニ：ピアノ四重奏曲 嬰ヘ短調

公演によせて
今回の名曲サロンは、モーツァルトとドホナーニの2本立てでお届けします。
トークでは、2人の作曲家の関係など、様々な視点からお話をしていきたいと思います。
ほとんど演奏されることがないドホナーニのピアノ四重奏曲ではありますが、
ドホナーニ直系の流れを汲む日本人唯一のドホナーニ研究者として、自信を持ってお
すすめできるロマン溢れる1曲です。
モーツァルトとドホナーニの世界を一緒に楽しみましょう！
                                                                                                                                       鈴木啓資



■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 ( ホール・ギャラリー・リハーサル室・練習室 ) 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

6 月の抽選申込月 : 2021 年 12 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

  ホール  ： 1日(水)、2日(木)、10日(金)(18:00～)、11日(土)、14日(火)、15日(水)、17日(金)(13:00～)
　　　　　　24日(金)(18:00～)、25日(土)、28日(火)(18:00～)、29日(水)～31日(金)

ギャラリー  ： 14日(火)、28日(火)～31日(金)

広告

好評発売中

さくらプラザ主催・共催公演 ご予約・お問合せ
TEL : 045-866-2501

月間スケジュール 2021年 6月号 6
Jun.

❀ 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。

2021.5.10 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 2021年 4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://totsuka.hall-info.jp
info@totsuka.hall-info.jp

休館日：原則毎月第2火曜日、年末年始

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

営業時間：10:00～22:00
フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

学生の皆様へ
お知らせです！

詳しくはWebで

さくらプラザ主催ホール公演にて公演
当日空席がある場合のみ、U-22(22 歳
以下 ) の方は対象公演チケットを 1枚
【500 円】でお買い求めいただけます。
　　　　　　　また、事前に購入される
　　　　　　　場合には、お得な「学生
　　　　　　　割引チケット」もご用意
　　　　　　　いたします。
　　　　　　　( 一部除外公演あり )

東日本大震災支援イベント
6月の BIG BAND PARTY
6月 13日 (日 )14:00 開演 (13:30 開場 )
全席自由　前売 2,000 円／当日 2,500 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 横濱音泉倶楽部　他
主催：一般社団法人 横浜 JAZZ 協会  080-8450-1516
　　　復興支援音楽の会

共催
 窓口販売のみ

コンセール・アミティエ　
第 41 回 音楽サロン plus ～心で聴き、心で歌う～
6月 22日 ( 火 )①10:45 開演／②14:15 開演　
　　　　　　　　　   各回 15 分前開場
全席自由  各回  1,000 円
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演： 吉府 充希子 (Sop)、戸嶋 優 (Cb)、西 優樹 (Pf)
主催：コンセール・アミティエ  080-1191-7703   
　　　utataisou@yahoo.co.jp

共催
 窓口販売のみ

名曲サロン シリーズVol.27
ピアノ四重奏の魅力 ～ドホナーニの世界から～
6 月 10 日 (木) 14:00開演(13:30開場)  休憩なし・約60分
全席指定  一般  1,000 円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：蛯名 桃子 (Vn)、川村 凜子 (Vla) 
             石井 沙和子 (Vc)、鈴木 啓資 (Pf)
曲目：モーツァルト：ピアノ四重奏曲 第 1番 ト短調 K.478
　　　ドホナーニ：ピアノ四重奏曲 嬰ヘ短調 

蛯名 桃子　　    川村 凜子　 　 石井 沙和子　　  鈴木 啓資

今月の花：紫陽花　花言葉「辛抱強い愛情」

©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  2020年度 振替公演
「ショパンを巡る旅 2018-2020」Vol.11   苦難を乗り越え、栄光へ
5 月 21 日 ( 金 )19:30 開演 (19:00 開場 )休憩なし・約 80 分
全席指定　各回  一般 2,500 円／学生 1,500 円
                           ※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。
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 若林 顕 (Pf)
曲目： バラード 　第 3番 op. 47　他

6 月の注目公演
名曲サロン シリーズ Vol.27
ピアノ四重奏の魅力   ～ドホナーニの世界から～
名曲サロン シリーズ Vol.27
ピアノ四重奏の魅力   ～ドホナーニの世界から～
6月10日(木)14:00開演(13:30開場)  休憩なし・約60分
全席指定　一般 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：写真左から  蛯名 桃子(Vn)、川村 凜子(Vla) 
                                     石井 沙和子(Vc)、鈴木 啓資(Pf)

6月10日(木)14:00開演(13:30開場)  休憩なし・約60分
全席指定　一般 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：写真左から  蛯名 桃子(Vn)、川村 凜子(Vla) 
                                     石井 沙和子(Vc)、鈴木 啓資(Pf)

東日本大震災支援イベント
6月の BIG BAND PARTY
東日本大震災支援イベント
6月の BIG BAND PARTY
6月13日(日)14:00開演(13:30開場) 
全席自由　前売 2,000円　当日 2,500円
会場：さくらプラザ・ホール

6月13日(日)14:00開演(13:30開場) 
全席自由　前売 2,000円　当日 2,500円
会場：さくらプラザ・ホール

共催
 窓口販売のみ

《ホールで自然を感じてみませんか？》
みなさんは柏尾川に生息するミズキンバイ ( 水金梅 )をご存知
でしょうか？ 湿地や水辺に咲く黄色いお花で 6～ 9月頃に開花
時期を迎える、国の絶滅危惧種に指定されたとてもめずらしい
植物なのです！
実は、さくらプラザ・ホール客席の生地は幾重にも重なる柏尾
川と桜、そしてこのミズキンバイを表現しています。また、客
席内の階段には柏尾川を流れる桜の花びらを散りばめたような
絨毯が使われており、壁面の縦格子は桜並木を表しています。
客席内をあまり観察する機会はないかと思いますが、ご来場の
際はぜひ、戸塚の自然
をモチーフにした内装
にも目を留めてみてく
ださいね。
　                                            
（文・写真：桑田 春花）

Photo series from SAKURA PLAZA…


