
共催

　 先行抽選申込終了　
キャンセル分・EX席の電話予約
3月20日(水)14:00～

前橋 汀子 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタシリーズ　全2回
【第1回】4月13日(土) 　【第2回】5月25日(土)
各回 14:00開演(13:30開場)
全席指定
各回一般 3,500円／2公演セット券 6,000円／EX席 2,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：前橋 汀子 (Vn)、松本 和将 (Pf)©篠山 紀信

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.5
0歳から大人まで楽しめるコンサート～雨がふっても気分はハッピー～
6月26日(水) ①10:45～11:30 ②12:00～12:45
公演時間約45分
全席自由　各回 500円※0歳から有料
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：亀井 博子(打楽器など)、小林 えりか(Pf)

3月11日(月)
14:00

先行電話予約開始

（補助席・見切れ席)

共催
 窓口販売のみ

ROCO こどもじゃず　親子でハッピー スウィング！童謡JAZZライヴ★★
7月20日(土)
11:00開演(10:30開場)　②14:30開演(14:00開場)
公演時間 各回約60分
各回 14:00開演(13:30開場)
全席指定 　大人 2,000円／こども(3歳～小学生) 500円／親子ペア 2,200円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：ROCO(ヴォーカル・ウクレレ )、木村トモカ (ピアノ )、cheeta(ドラム )

4月18日(木)
14:00

先行電話予約開始

タイルモザイク展　045-861-0819(原)お問合せ

第36回　エターナルアート・モザイク展
4/11(木)～4/15(月)11:00～18:00(最終日～15:00)
モザイク作品の展示。

工芸

5月15日(水)
14:00

先行電話予約開始

大山 大輔

全席指定
一般 3,500円

2公演セット券 6,000円

EX席 2,000円
（補助席・見切れ席)

（4/13・5/25)

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。 4 月の休館日：9日 ( 火 )

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

主催・共催公演　チケット発売情報

さくらプラザ　045-866-2501

前橋 汀子 
ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタシリーズ　全2回
4/13(土)14:00開演(13:30開場)

世界的ヴァイオリニストが奏でる 不朽の名作。
【出演】前橋 汀子(Vn)、松本 和将(Pf)
【曲目】第1番 ニ長調 op.12-1、第5番 ヘ長調 op.24「春」、
　　　   第7番 ハ短調op.30-2
お問合せ

 水彩

小さな音楽会　045-715-2036(成瀬)

ときこのわがままコンサート
4/30(火・祝)13:30開演(13:00開場)
ソプラノソロ、アンサンブル、コーラス、客演 水野 ゆみ ピアノソロ。
【出演】成瀬 季子、白い船、マンマSTP
【曲目】歌に生き恋に生き、春、たんぽぽ、埴生の宿、
　　　   ラ・カンパネラ、愛の夢 他
お問合せ

全席自由
入場無料
※要整理券

黒笛集団〝粋〟　090-8848-1875(髙橋)

ふたつのデビューコンサート
4/27(土)13:30開演(13:00開場)
木管五重奏・バスクラリネットアンサンブルのデビュー演奏会。
【出演】木管五重奏　Cocktail Time、黒笛集団〝粋〟
【曲目】 ダニツィ：木管五重奏曲 変ロ長調、
 　　　   ヘイゼル：3匹の猫 他

全席自由
入場無料

お問合せ

お問合せ

フォトクラブ柏桜　045-871-0182(坂井)お問合せ

フォトクラブ柏桜・デジカメやまゆり合同写真展
4/23(火)～4/29(月・祝)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)
両クラブの会員が撮り貯めた自然風景やスナップの感動写真を展示。

 写真

YSボタニカルアート教室　045-712-3437(齋藤)お問合せ

第3回 YSボタニカルアート教室作品展
4/17(水)～4/22(月)10:00～17:00(最終日～15:00)
植物の色や形を水彩で細密に描いた植物画、約120点の展示。

水彩

さくらプラザ　045-866-2501

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLIVE2019
4/6(土)①14:00②17:30※各回30分前開場
毎日TV画面から流れ出る あの人この人 いじり倒す！
【出演】社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパー
お問合せ

第28回　ピアノコンサート　ゆりの会
4/28(日)13:00開演(12:30開場)
ピアノのソロと連弾の演奏。
【出演】小学1年生から大人までの生徒
【曲目】ドレミの歌、楽しき農夫、ノクターン、シューベルトソナタ 他

全席自由
入場無料

ゆりの会　045-894-1554(嶋田)お問合せ

瓢蟲社　090-1844-4796(向山)お問合せ

瓢蟲社　同人写真展2019
4/30(火・祝)～5/6(月・祝)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～15:00)
個性豊かな会員による集団個展形式の写真展。

写真

全席指定
各回 一般 4,800円 
※14:00の回完売

シリーズ

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

ラ・ベルフルール かんそう花　045-822-7367(浦)お問合せ

第17回 作品発表会  ラ・ベルフルールかんそう花
4/3(水)～4/8(月)10:00～16:30(最終日～15:00)

工芸

花の瑞々しさをいつまでも　～創作ドライフラワーの世界～

現代墨絵　佐野教室　045-824-1751(佐野)お問合せ

現代墨絵　佐野墨絵教室作品展
4/3(水)～4/7(日)10:00～17:00(最終日～16:00)
昔からの水墨画に現代的な表現を加えた墨絵作品。

墨絵

いずみ画好会　045-851-1156(山口)お問合せ

いずみ画好会・白水写生会 合同絵画展
3/26(火)～4/1(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)
地域で活動する絵画サークルの合同展覧会。

油彩・水彩

事前講座  60分で味わうオペラ『カルメン』の魅力
今日からあなたもオペラデビュー！
8月3(土) 14:00開演(13:30開場)
これを観れば10月27日(日)「日本語で味わうオペラカルメン」がもっと楽しくなる！
ナビゲーターの大山さんがわかりやすく皆さんを「カルメン」の世界にいざないます。
全席指定　一般 1,200円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：大山 大輔 (ナビゲーター・エスカミーリョ役 )、郷家 暁子 (カルメン役 )、
長島 由佳 (ミカエラ役 )、秋山 和哉 (ドン・ホセ役 )、巨瀬 励起 ( 伴奏ピアニスト)

4F　リハーサル室       　　　　　　 

 人形劇団プーク × さくらプラザ  こどもの日スペシャル！連携企画
トコトコあるくよ   がらがらどん人形を作ろう
 4/6(土)  10:00～12:00

三びきのやぎのがらがらどんの人形を作ってみよう！
【講師】 人形劇団プーク
【定員】 25名(対象4歳以上)
【参加方法】 お電話にてご予約の上、参加料を3月24日(日)までに
  　　　　　 さくらプラザ受付にてお支払いください。

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

参加料
1,500円
(材料費込)

4F　リハーサル室       　　　　　　 

高垣 直美“この空を何万回 Vol.1”
「音のキオク　歌のココロ」
4/14(日)15:00開演(14:30開場)
音楽療法/歌・ピアノ・ヴァイオリン・打楽器によるコンサート。
【出演】 高垣 直美(Vo)、トシタカガキ(Per)、大久保 惠(Vn)

全席自由
一般　800円
ペア　1,500円

スタジオT・Box　045-881-4086(高垣)お問合せ

うたごえ広場コーラス戸塚クラス
 4/21(日)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を皆様で楽しく歌う。
【出演】 田原 真理子、佐藤 順子
【曲目】 フニクリ・フニクラ、おおシャンゼリゼ、
　　　   野ばら、滝 廉太郎：花  他

うたごえ広場　0466-50-1864(田原)お問合せ

全席自由
一般 1,000円
（初回の方は500円) 
※要事前申込

※先行抽選申込終了。
キャンセル分とEX席を3月20日(水)14:00より発売。



広告

人形劇団プーク×さくらプラザ こどもの日スペシャル！
三びきのやぎのがらがらどん&いつもちこくのおとこのこ
5月5日(日・祝) 14:00開演(13:30開場)
全席指定   一般 2,500 円 ／こども 1,000 円 ／親子ペア 3,000 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 人形劇団プーク

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー LIVE 2019
4月6日(土) ①14:00開演 ②17:30開演  各回30分前開場
全席指定  一般 4,800 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー

榊原 大（Pf）＆木村 大（Gt）デュオ・コンサート
6月 8日 ( 土 ) 15:00 開演 (14:30 開場 )
全席指定
一般 3,000円／ペアチケット 5,500円／学生(高校生以下) 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演： 榊原 大 (Pf)、木村 大 (Gt)

©Wataru Nishida
※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。

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.6 ～ Vol.10
5月10日、7月5日、9月20日、11月29日、2020年1月31日
以上すべて 金曜日 19：30開演(19:00開場)
全席指定 一般 2,500円／学生 1,500円／シーズンシート 10,000円

会場：さくらプラザ・ホール
出演：若林 顕 (Pf) 他

（5公演セット)（購入時要学生証)

＜関連企画＞
トコトコあるくよ   がらがらどん人形を作ろう

4月 6日 ( 土 ) 10:00 ～ 12:00　　定員 25名 ( 対象 4歳以上 ) 
参加料 1,500 円 ( 材料費含む )

※14:00の回は完売いたしました。

 年4回開催

好評発売中

営業時間：10:00～22:00

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 2019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。

前橋 汀子 
ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタシリーズ
《全 2回》

前橋 汀子 
ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタシリーズ
《全 2回》
　 世界的ヴァイオリニストが奏でる 不朽の名作！
    4月13日(土)  14:00開演(13:30開場)
      全席指定　一般 3,500円／2公演セット券(4/13・5/25) 6,000円／EX席 2,000円
　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）

　 世界的ヴァイオリニストが奏でる 不朽の名作！
    4月13日(土)  14:00開演(13:30開場)
      全席指定　一般 3,500円／2公演セット券(4/13・5/25) 6,000円／EX席 2,000円
　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2019.3.10 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 2019 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、年末年始

■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

4 月の抽選申込月：2019 年 10 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

  ホール  ： 8日(火)、10日(木)～14日(月)、26日(土)(18:00～)～27日(日)
ギャラリー  ： 8日(火)～14日(月)、22日(火)～31日(木)

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

平野 公崇　Sax 即興演奏レクチャーコンサート
3月16日(土) 14:00開演(13：30開場)
全席指定  一般  2,500円／学生  1,000円 ※さくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証
会場：さくらプラザ・ホール
出演：平野 公崇 (Sax)、山田 武彦 (Pf)   

©ノザワヒロミチ(CAPSULEOFFICE).

リハーサル室公演 チケット　各回 800円
時間 ： ① 11:30  ② 14:30　各回定員70名　公演時間約45分
【Vo.19】5月16日(木)　ヴァイオリン、フルート、ピアノのトリオ
【Vo.20】8月22日(木)　 ソプラノ、テノールの声楽デュオ
【Vo.22】2020年2月14日(金)　6手によるピアノ連弾

ホール公演 チケット　全席指定 1,000円

【Vo.21】11月14日(木)  14:00 開演　公演時間約90分
さくらプラザ サポートアーティストよる弦楽アンサンブル

 大澤 理菜子  早淵 綾香  増山 頌子  髙梨 瑞紀  白川 優希

共催

©篠山紀信

シーズンチケット
(4公演セット)
3,000円

各公演単独券
リハーサル室 各回800円

ホール  1,000円

 窓口販売のみ

　  会場：さくらプラザ・ホール　  会場：さくらプラザ・ホール　  会場：さくらプラザ・ホール　  会場：さくらプラザ・ホール　  会場：さくらプラザ・ホール　  会場：さくらプラザ・ホール
　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）　  出演：前橋 汀子（Vn）、松本 和将（Pf）

©篠山紀信

シシリーの風　ジャコモ・シナルドー　
来日デビュー　ピアノ・リサイタル
5月19日(日) 14:00開演(13：30開場)
全席指定  一般  2,900円／ペアチケット  5,000円 
会場：さくらプラザ・ホール
出演： ジャコモ・シナルドー (Pf)

共催
 窓口販売のみ

(補助席・見切れ席)(補助席・見切れ席)


