





4F ホール
全席自由
前売 2,000円
当日 2,500円

横浜発のジャズは戦後復興の活力となった。70年後、
またジャズの
出番がやってきた。
【出演】横浜市立港中学校吹奏楽部、横濱音泉倶楽部 他
お問合せ (一社)横浜JAZZ協会、
復興支援音楽の会 080-8450-1516

共催
窓口販売のみ

全席自由
入場無料
関係者のみ

5/3(火・祝)14:30開演(14:00開場)

名曲サロン シリーズVol.32
２つのヴァイオリンとピアノによるコンサート

全席指定
一般 1,200円
学生 1,000円

5/20(金)14:00開演(13:30開場) 休憩なし・約60分
【出演】大澤 理菜子(Vn)、早淵 綾香(Vn)、白川 優希(Pf)
【曲目】モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》K.492より“序曲”
ルクレール：2つのヴァイオリンのためのソナタ Op.3-5
サン=サーンス：タランテラ Op.6 他

門下生によるピアノ・バイオリンの発表会。
【出演】門下生
【曲目】ショパン：軍隊ポロネーズ、
シューベルト：即興曲Op.90-2
お問合せ 郷和台音楽教室
045-861-7834

全席指定

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.17 こどもの日！特別公演 大人(中学生以上)

お話と音楽でたのしむ プロコフィエフ ピーターと狼
1,000円
5/5(木・祝)11:00開演(10:30開場) 休憩あり・約60分
子ども(0歳から小学生)
500円
親子ペア 1,200円
(大人1枚＋子ども1枚)

第40回 アラムニーコンサート
5/7(土)14:00開演(13:30開場)

北鎌倉女子学園音楽科第6期生によるピアノ声楽等のコンサート。
【出演】長島 和美、
和田 泉、
小林 明代 他
【曲目】逢えてよかったね、
涙そうそう、
ノクターン、
狂詩曲スペイン 他
お問合せ 六期会
090-6509-4648（和田）

全席自由
入場無料
要整理券

れんと17th. ピアノコンサート

5/8(日)12:30開演(12:15開場)

全席自由
入場無料
関係者のみ

ピアノ愛好家による演奏会。
【出演】ピアノサークルれんと会員
【曲目】バッハ：パルティータ、
ショパン：バラード 他
お問合せ ピアノサークルれんと 045-573-1514
（堀部）

オペラ映画「トスカ」特別上映会

5/13(金)①11:00開演 ②14:00開演 ※各回30分前開場
プッチーニの名作オペラを全幕ローマ・ロケで映画化！
プラシド・ドミンゴとトスカ役を得意としたライナ・カバイヴァンスカ
が最高の二重唱を奏でる。
お問合せ 樂画会(がくがかい)
03-3498-2508

全席自由
前売 2,500円
当日 2,900円

5/15(日)14:00開演(13:30開場)
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.11

5/16(月)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)、阿部 智子(ピアノ)
【曲目】さくら横ちょう、私を泣かせて下さい、おだやかな夜、母もなく
お問合せ 世界の名歌を楽しむ
045-863-0396（石井）

須江 太郎ピアノリサイタル2022

5/17(火)14:00開演(13:15開場)

他

さくらプラザ 045-866-2501

大澤 理菜子

早淵 綾香

全席自由
前売 2,800円
当日 3,000円

全席自由
入場無料
関係者のみ

全席自由
一般 4,000円
ペア 7,000円
学生 2,000円

白川 優希

全席自由
入場無料
関係者のみ

5/21(土)13:00開演(12:30開場)

赤木 飛輪門下生、安藤 朋子門下生による発表会。
お問合せ 朋の会
070-1270-9845（赤木）

5/22(日)14:00開演(13:30開場)

8人によるリコーダー・アンサンブル。
【出演】大竹 尚之(指揮)、
アンサンブルBee
【曲目】バッハ：カンタータ、パーセル：妖精の女王、サリーガーデン 他
お問合せ アンサンブルBee
045-892-3628（木下）

戸塚区演奏家協会によるガラコンサート vol.8
とつかのん

全席自由
入場無料

他

共催
窓口販売のみ

大関 万結(ヴァイオリン)×神奈川フィルメンバー(弦楽五重奏)

5/31(火)15:00開演(14:30開場)

全席指定
ソリストと弦楽五重奏メンバーで贈る室内楽コンサート。
【出演】大関 万結(Vn)、神奈川フィルメンバー
3,000円
【曲目】モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216(室内楽版) 他
お問合せ 横浜みなとみらいホール仮事務所チケットセンター
045-682-2000

4F リハーサル室

コンセール・アミティエ
第45回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜
5/24(火)①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場

ユーフォニアムの演奏と季節の歌を届ける。
【出演】吉府 充希子(Sop)、伊藤 優晶(Euph)、北村 真紀子(Pf)
【曲目】朝はどこから、仲よし小道、
アメイジング・グレイス 他
お問合せ コンセール・アミティエ
080-1191-7703

うたごえ広場戸塚〜皆様で楽しく歌いましょう！
5/28(土)①10:00開演 ②11:00開演 ※各回10分前開場

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 花、おぼろ月夜、ローレライ 他
② 花は咲く、追憶、ビリーブ 他
お問合せ うたごえ広場
戸塚 0466-50-1864 (田原)

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。

風景や花を中心に人物、動物や鉄道もカバーする写真展。
お問合せ フォトサークル オーロラ
080-7013-6941 (寺下)

写真

ヨコハマセブンフォト 2022写真展
5/3(火・祝)〜5/8(日)10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜15:00)
写真

第38回 エターナル・アート・モザイク展
5/12(木)〜5/16(月)11:00〜17:00(最終日〜15:00)
モザイク作品の展示。
お問合せ タイルモザイク展

工芸

045-861-0819 (原)

華道(生け花)・書道(掛軸)・彫金(工芸品)の展示。
お問合せ 戸塚文化協会
045-777-2812 (中島)

書道、工芸
生け花

第15回 キルトサークル「MINT」作品展
5/25(水)〜5/29(日)10:00〜17:00(最終日〜15:00)
全席自由
前売 1,800円
当日 2,000円

5/29(日)14:00開演(13:30開場)

花とワルツをテーマに、ピアノ演奏とお話しを楽しむ会。
【出演】鈴木 萌子
【曲目】ショパン：華麗なる円舞曲、
ラヴェル：古風なメヌエット 他
お問合せ モエコスズキサポーターズクラブ
050-7116-8837 (関口)

第29回 フォトサークル オーロラ写真展
4/26(火)〜5/2(月)10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜16:00)

戸塚文化協会「とつかの文化・芸術祭」展示会
5/19(木)〜5/22(日)10:00〜17:00(最終日〜16:00)

鎌倉リコーダーコンソート・アンサンブルBee演奏会「木」

声楽、
フルートデュオ、連弾等のクラシックコンサート。
【出演】中野 亜維里、村上 雅基、神藤 結 他
【曲目】ベートーヴェン：月光、ピアソラ：リベルタンゴ、
グリーグ：夢
お問合せ 戸塚区演奏家協会
090-5395-7033

※表記が無い場合は無料で入場いただけます。

ネーチャーから心象作品まで個性豊かな写真展。
お問合せ ヨコハマセブンフォト 090-1844-4796 (向山)

ヴァイオリンとピアノの発表会

鈴木 萌子 花とワルツのサンデーホームコンサート
5/22(日)①13:30開演 ②15:30開演 ※各回15分前開場

フラメンコ・コンサート

男女による踊り、ギター、
ヴァイオリンなどによるフラメンコの公演。
【出演】加藤 明日香・永田 健(踊り)、栗原 武啓(Gt)
平松 加奈(Vn)、朱雀 はるな(Per) 他
お問合せ ヒラルディージョ 070-6632-8367
（大森）

お問合せ

5 月の休館日：10 日 ( 火 )

3F ギャラリー

※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。

第12回 小さな音楽会

1887年製ニューヨークスタインウェイによるリサイタル。
【出演】須江 太郎
【曲目】シューマン：アラベスク、
ショパン：エチュードOp.25全曲
お問合せ Studio-B
0467-53-8043（佐藤）

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 ホール

東日本大震災支援イベント
5月のBIG BAND PARTY
5/1(日)14:00開演(13:30開場)

【出演】鈴木 啓資(Cond)、鈴木 佳由(お話)
小編成オーケストラ
お問合せ
さくらプラザ 045-866-2501

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの

全席自由
一般 3,000円
学生 2,500円
こども 1,500円

全席自由
各回 1,000円

共催
窓口販売のみ

全席自由
入替制
各回
定員 約26名
一般 1,000円
新規 1,000円
要事前申込

パッチワークのベットカバー・ミニキルトなどの展示。
お問合せ キルトサークル MINT
090-1615-0865 (清水)

パッチワーク

デジカメボランティア会 第17回横浜写真展
5/31(火)〜6/6(月)10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜15:00)
デジタルカメラ愛好者が集まり各人自信作100点余りを展示。
お問合せ デジカメボランティア会
070-5587-3122（垣内）

主催・共催公演 チケット発売情報

※3月25日時点の情報です。
都合により変更になる場合がございます。

名曲サロン シリーズVol.33

マリンバ アンサンブル

8月2日(火) ①11:30開演 ②14:30開演

写真

先行電話予約
6月15日(水)
14:00〜

各回約45分 ※各回30分前開場
全席指定 各回1,000円 ※各回定員50名
会場：さくらプラザ・
リハーサル室
出演：マリンバ・コフレ
(左から 篠崎 陽子、
伊藤 すみれ、
三神 絵里子)

戸塚区民によるさまざまなジャンルの芸術文化活動を募集し、地域の賑わいに努めます。

【募集企画テーマ】「世代間の交流を促す芸術文化事業」
【募集期間】《ギャラリー》
2023 年 1 月 17 日 ( 火 ) 〜 1 月 23 日 ( 月 )
2023 年 2 月 7 日 ( 火 ) 〜 2 月 13 日 ( 月 )
2023 年 2 月 28 日 ( 火 ) 〜 3 月 6 日 ( 月 )
※ギャラリーについては、火曜〜月曜の 1 週間単位でお申込みください。
《リハーサル室／練習室 4》
2023 年 1 月 20 日 ( 金 ) 〜 1 月 22 日 ( 日 )
2023 年 2 月 10 日 ( 金 ) 〜 2 月 12 日 ( 日 )
2023 年 3 月 3 日 ( 金 ) 〜 3 月 5 日 ( 日 )
※ホールは 2022 年 6 月〜 2023 年 1 月まで天井改修工事の予定のため、
今年度の募集はございません。

【利用特典】
◇さくらプラザ後援及び優先予約 ◇さくらプラザ HP・情報誌等での広報活動の協力
◇チケット委託手数料無料 ◇施設・附帯設備利用料の減免
【応募資格】 ※下記条件をすべて満たす方
◇戸塚区在住、在勤、在学の方
◇横浜市市民利用施設予約システムの会員登録 ( はまっこカード ) をお持ちの方 ( 団体登録・個人登録 問わず )
◇実施後の報告会に参加可能な方
【募集締切】2022 年 5 月 8 日 ( 日 ) 必着
※詳細はチラシもしくは HP をご覧ください。

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

❀ 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。

好評発売中
ピアニスト 坂巻貴彦
おしゃべりコンサート 〜音の旅〜
4月17日(日)14:00開演（13:30開場）

月間スケジュール 2022 年 5 月号

全席自由 一般 2,500 円／学生 1,000 円
共催
会場：さくらプラザ・ホール
窓口販売のみ
出演：坂巻 貴彦(Pf)
スペシャルゲスト：久保山 菜摘(Pf)、牧野 葵(Vn)
主催：坂巻貴彦 おしゃべりコンサート実行委員
070-8995-6494 (平日 10:00〜18:00) Mail s.oshabeli@gmail.com
エル

5

May

シエロ

El Cielo 2020×アストル・ピアソラ

魂を揺さぶるその情熱を、圧倒的破壊力のあるサウンドで
桜井 大士

高木 梢

4月22日(金)19:00開演（18:30開場）

全席指定 一般 3,000円
EX(補助席・見切れ席) 2,000円／学生1,500円

学生の皆様へ
お知らせです！

※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。
金森 基

橋本 專史

出演：El Cielo 2020
曲目：アディオス・ノニーノ、
リベルタンゴ 他

春風亭小朝独演会
4月23日(土)13:30開演（13:00開場）
全席指定 3,800円
出演：春風亭小朝
主催：有限会社 春々堂

残席僅少

共催
03-5447-2131

窓口販売のみ

5月のBIG BAND PARTY

営業時間：10:00〜22:00

5月1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：横浜市立港中学校吹奏楽部、横濱音泉倶楽部 他
主催：(一社)横浜JAZZ協会、復興支援音楽の会
080-8450-1516

フードL.O：20:30

窓口販売のみ

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
▶さくらプラザ
▶横浜市市民利用施設予約システム
【窓口】戸塚区総合庁舎 4F
【TEL】045-754-4919
【HP】https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/
■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。

お話と音楽でたのしむ プロコフィエフ ピーターと狼
5月5日(木・祝)11:00開演(10:30開場) 休憩あり・約60分
全席指定

大人(中学生以上) 1,000円
子ども(0歳から小学生) 500円
親子ペア 1,200円(大人1枚＋子ども1枚)
出演：鈴木 啓資(Cond)、鈴木 佳由(お話)
小編成オーケストラ

5 月の抽選申込月：2022 年 11 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
ホール
: ホール天井改修工事により利用停止
ギャラリー : 1日(火)〜8日(火)、23日(水・祝)

名曲サロン シリーズVol.32

≪ホール天井改修工事による利用停止のお知らせ≫
貸出停止施設：ホール
工事期間：2022年6月1日(水)〜2023年1月31日(火)予定

２つのヴァイオリンとピアノによるコンサート

5月20日(金)14:00開演
（13:30開場）休憩なし・約60分
全席指定

一般 1,200円／学生 1,000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。
大澤 理菜子

早淵 綾香

白川 優希

詳しくは Web で

共催

らららん♪ドレミシリーズ Vol.17 こどもの日！特別公演

シリーズ

ドリンクL.O：21:00

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 )

出演：大澤 理菜子(Vn)、早淵 綾香(Vn)、白川 優希(Pf)
曲目：モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》K.492より“序曲”
ルクレール：2つのヴァイオリンのためのソナタ Op.3-5
サン=サーンス：タランテラ Op.6 他

共催

お話と音楽でたのしむ プロコフィエフ ピーターと狼

5月5日(木・祝) 11:00開演(10:30開場) 休憩あり・約60分
全席指定 大人 ( 中学生以上 ) 1,000 円
子ども (0 歳から小学生 ) 500 円
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：鈴木 啓資 (Cond)、鈴木 佳由 ( お話 )、小編成オーケストラ

シリーズ

名曲サロン シリーズVol.32

共催
窓口販売のみ

※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：大澤 理菜子 (Vn)、早淵 綾香 (Vn)、白川 優希 (Pf)

開館時間 9:00〜22:00

(受付時間 9:00〜21:00)

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
https://totsuka.hall-info.jp

戸塚区演奏家協会によるガラコンサート vol.8
全席自由 前売 1,800円／当日 2,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：戸塚区演奏家協会メンバー
主催：戸塚区演奏家協会 090-5395-7033

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.17 こどもの日！特別公演

全席指定 一般 1,200 円 学生 1,000 円

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

全席自由 各回 1,000円
窓口販売のみ
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：吉府 充希子（Sop）、伊藤 優晶（Euph）、北村 真紀子（Pf）
主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

とつかのん
5月29日(日)14:00開演（13:30開場）

ホール天井改修工事前の最後の
主催公演です。お見逃しなく！

２つのヴァイオリンとピアノによるコンサート
5月20日(金) 14:00開演(13:30開場) 休憩なし・約60分

コンセール・アミティエ

第45回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜
5月24日(火) ①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場

5 月の注目公演

広告

info@totsuka.hall-info.jp

休館日：原則毎月第 2 火曜日、年末年始

戸塚区総合庁舎 4F

2022.4.10 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 2022 年 3 月 25 日
時点での情報です

大澤 理菜子

今月の花：菜の花

早淵 綾香

白川 優希

花言葉「快活」

