

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの



4F リハーサル室

3F ギャラリー

本番利用も可能なリハーサル室。
ピアノ、歌の発表会などにも利用されています。
セミコンサートピアノ、音響ワゴン等も揃っています。

コロナ騒動で見えてきたことなども含め、藤原 ひろのぶが「今」大切
だと感じていることをお話しする。
全席自由 一般 3,000円／高校生以下無料
【出演】藤原 ひろのぶ
お問合せ GOODEARTH事務局
090-6048-0111

うたごえ広場戸塚〜皆様で歌いましょう！
7/9(土)①10:00開演 ②11:00開演 ※各回10分前開場

「自由と多様性」をモットーに個性あふれる作品を展示。
お問合せ 横浜鶴写会
080-1201-0475 (藤谷)

※インタビューの内容はそれぞれの QR コードを読み込んでご覧ください。※通信料が発生します。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

水彩画及び油彩画展。
お問合せ いずみ画好会
090-4845-0092 (奥津)

油彩、水彩

油彩、
水彩
彫刻、
陶芸
写真、
工芸

たかじょう よしゆき

『NPO 法人アクションポート横浜』 高城 芳之さん

高城さんは NPO でボランティアやインターンシップを志望する学生を団体につ
なぐコーディネートを行っています。これまでの歩みや戸塚との関わり、コロ
ナ禍による活動や学生たちの生活の変化などをご覧ください。

※5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。
主催・共催公演 チケット発売情報 ※会場は全て
「さくらプラザ・リハーサル室」です。

横浜音祭り2022パートナー事業

名曲サロン シリーズVol.33

マリンバ アンサンブル コンサート

©Taira Tairadate

三神 絵里子

コンセール・アミティエ
第46回 音楽サロン Plus 〜心で聴き、心で歌う〜
7/26(火)①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場

篠崎 陽子

伊藤 すみれ

高城 芳之さん

先行電話予約
6月15日(水)
14:00〜

8月2日(火) ①11:30開演 ②14:30開演
※各回30分前開場 ※休憩なし・各回約45分
全席自由 各回1,000円 ※各回定員50名
出演：マリンバ・コフレ
(三神 絵里子、
篠崎 陽子、
伊藤 すみれ)
曲目：A.ハチャトゥリアン／「ガイーヌ」
より“剣の舞”
F.ショパン(編曲:岡崎樹)／ワルツ 第1番 変ホ長調 Op.18
「華麗なる大円舞曲」、安倍圭子／樹木の息吹 他

らららん♪ドレミシリーズ Vol.18

共催

窓口販売のみ

シリーズ

※表記が無い場合は無料で入場いただけます。

可動壁で様々なレイアウトが可能です。
天井が高く広々とご利用いただけます。
絵画や写真工芸などの多彩な展示が開かれています。

0歳からのコンサートデビュー♪
9月8日(木) ①10:30開演 ②11:45開演 ※各回15分前開場
全席自由 各回500円
※各回定員50名 0歳から有料
出演：望月 かおり(Per)、
中丸 ちひろ(Pf)

先行電話予約
7月25日(月)
14:00〜

望月 かおり 中丸 ちひろ

横浜音祭り2022共催

第15回 合同展えるむ
6/29(水)〜7/4(月)10:00〜17:00(最終日〜15:00)

気軽にバロック!!〜トークと演奏を楽しむコンサート〜

油彩、
水彩
パステル
色鉛筆

フォトのぞみグループ 第8回写真展
7/5(火)〜7/11(月)
10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜16:00)

風景・ネイチャー・スナップなど楽しいクラブの作品展。
お問合せ フォトサークル舞岡
045-881-7222 (船越)

新型コロナウイルスによって戸塚の人々のイマがどのように変わったか、コレカラ
どうなっていくかインタビューを通じて見つめます。第 25 回目は NPO 法人アクショ
ンポート横浜の代表理事である高城 芳之さんにインタビューを行いました。

いずみ画好会・白水写生会 合同展
7/19(火)〜7/25(月)
10:00〜17:00(初日14:00〜／最終日〜15:00)

クラシカルピアノコンサート＆みんなで花火作り＆絵本コンサート。
全席自由 一般 1,800円／こども 800円
【出演】西本 梨江(Pf)、島田 洋江(朗読)、
ささき りえ(アート講師)
【曲目】ギロック：パリの休日、ドビュッシー：花火
おばけなんてないさ、絵本「ふしぎな森のものがたり」 他
お問合せ アール・
ミューズ合同会社 090-8501-3230 (西本)

水彩・油彩・パステル・色鉛筆と思い思いに楽しく描いた
作品展。
お問合せ えるむ会
090-9290-3442 (渡辺)

第25回

写真

横浜市立中学校 美術部 生徒による作品。
お問合せ 横浜市立中学校教育研究会 美術科部会・横浜市教育委員会
045-671-3265

にしもとりえ 絵本コンサート 夏休みスペシャル
7/24(日)①11:00開演 ②13:15開演 ※各回30分前開場

3F ギャラリー

17 時閉館：14 日 ( 木 )

さくらプラザwebインタビューコーナー

横浜市立学校総合文化祭 美術部 生徒作品展
7/27(水)〜8/1(月)10:30〜18:00(最終日〜15:00)

①名曲コース ②ポピュラーコース 入替制・歌唱指導有。
全席自由 入替制 各回 定員26名
一般 1,000円／新規 1,000円 要事前申込
【出演】田原 真理子(Pf)、高津 有里(Sop)
【曲目】① エーデルワイス、夏の思い出 他
② 少年時代、花は咲く 他
お問合せ うたごえ広場
戸塚 0466-50-1864 (田原)

7 月の休館日：12 日 ( 火 )

※表記が無い場合は無料で入場いただけます。

第55回 横浜鶴写会 写真展 全日本写真連盟 旭支部
7/13(水)〜7/18(月・祝)
10:00〜17:00(初日13:00〜／最終日〜16:00)

藤原 ひろのぶさん講演会
7/4(月)10:30開演(10:15開場)

クラリネット＆ピアノの演奏と季節の歌を届ける。
全席自由 各回 1,000円
【出演】吉府 充希子（Sop)、森本 春子(Cl)、大井 郷誉(Pf)
【曲目】あめふり、雀の学校、浜辺の歌、
ショパン：ワルツNo.5 Op.42 他
お問合せ コンセール・
アミティエ 080-1191-7703

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。

中山 美紀

上羽 剛史

写真

新田 壮人

10月19日(水) ①11:30開演(知ると楽しいバロック音楽)
②14:30開演(バロック初期〜後期まで)
※各回30分前開場 ※休憩なし・各回約60分
※入替制 ※各回定員30名
先行電話予約
7月15日(金)
全席自由 通し券 2,800円 ※各回公演内容が異なります
14:00〜
各回 横浜市民 1,500円／一般 1,800円／学生 500円
出演：中山 美紀
（Sop）
、
新田 壮人
（C・Ten）
上羽 剛史
（Cemb）
共催／横浜アーツフェスティバル実行委員会

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。

アクションポート横浜のインターンに参加する学生たち。
→詳細はHP（http://intern.yokohama/）
をご覧ください。

↗



詳細記事は
こちらから

Photo series from SAKURA PLAZA…

《さくらプラザ 春の芸術祭2022特別展示
「さくらプラザを知ろう」第2回目》
2 月 10 日〜 2 月 12 日に開催しました「さくらプラザ 春の芸術祭 2022」
内で展示した、
「さくらプラザを知ろう」
という施設の紹介パネルの第 2
回目です。
今回ご紹介のパネルは、さくらプラザの主な 5 つの役割を大
きな桜の花びらに例えて
横浜市区民文化センターの目的
表したものです。
この図か
らも「さくらプラザ＝主催
公演＆貸館業務」
だけでは
ないことがおわかりいた
だけるかと思います。
柏尾
川沿いの桜が毎年美しく
咲くように、さくらプラザ
上記目的を実現のための5項目（横浜市区民文化センター条例より）
の桜も私達スタッフや利
用者の皆様で満開に咲か
せていきたいという願い
1
を込めて図にしました。
文化活動の
次回からこの 5 つ の 役 割
ための施設の
提供
を一つずつ取り上げ、
具体
その他センター
文化活動に
的にどういった取り組み
の設置の目的を
関する
を行っているかご紹介い
達成するために
情報の提供
たします。
必要な事業
（文：石井 由里子）

地域に根差した
個性ある文化の
創造に寄与する

5

2

4

3

文化事業の
企画及び実施

文化活動に
関する事業の
相談

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。

8 月 20 日 ( 土 )
9:45〜15:30ごろ

さくらプラザ オープンデー 2022

入場無料 ※一部有料

〜不思議な音色の国〜

3F

4F

広告

❀ チケットが完売している場合もございます。

■ギャラリー：糸の国 ストリングラフィコンサート 〜糸電話が楽器に！？〜
①10:15〜10:45 ②13:15〜13:45 ③14:30〜15:00
先行電話予約
入場料：各回500円(0歳から有料) 各回定員30名 要予約
7月19日(火)

営業時間：10:00〜22:00

14:00〜

フードL.O：20:30

■ リハーサル室：88鍵の国 〜ピアノで奏でる音色の不思議〜
①11:00〜11:45 ②13:00〜13:45 ③14:30〜15:15
入場無料 各回定員40名 要予約

ドリンクL.O：21:00

学生の皆様へ
お知らせです！
さくらプラザ主催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 )

Jul.

詳しくは Web で

広告

広告

■ 練習室4：音色を聴いて楽しくなる国
〜不思議な親子リトミック〜
①10:00〜10:30 ②11:30〜12:00 ③13:00〜13:30
入場無料 各回定員15名 要予約

7 月の注目公演

その他、予約不要のイベントも盛りだくさん！
ウナシ―・はまりんも遊びにくるよ！

第 46 回 音楽サロン plus

■練習室前：音色の不思議を見つける国
〜世界の珍しい楽器を鳴らしてみよう〜

コンセール・アミティエ

随時参加OK

イラストレーション
小川 かなこ

■ステンドグラス前：触らなくても？音が鳴る国 〜電子楽器 マトリョミン〜
①10:00〜10:30 ②11:00〜11:30 ③13:30〜14:00 ④14:30〜15:00
■オープニング演奏／9:45〜4階集合！
■フィナーレ演奏／15:20〜３階ギャラリー集合！

詳しくはこちらへ→

ホール天井改修工事レポート

工事期間：2022年6月1日(水)〜2023年1月31日(火)予定

《第２回 客席ってどうなるの》
今回は客席です。天井改修工事では、既存の天井を取り外すために、
客席のスペースほぼ一面に作業足場を組み立てる必要があります。
そのため、座席は一度全て取り外すことになります。これだけの座
席を取り外すだけでも気が遠くなりますよね。
ちなみに取り外した客席はどこに行ってしまうのでしょうか。改修
されるホールによって対応は様々かと思いますが、さくらプラザに
おいてはホワイエのスペースに置く予定です。取り外した客席は、
お互い傷がつかないようにしっかりと養生されます。また、限りあ
るスペースに保管しておくため、職人さんたちによるプロの技で、
椅子同士を組み合わせたり、積み重ねたりと、あらゆる手を使って
並べていくのだそうです。
（文・写真：徳田 昌宏）

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。

〜心で聴き、心で歌う〜

7月26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)、森本 春子(Cl)、大井 郷誉(Pf)
主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

共催

窓口販売のみ

7 月の抽選申込月：2023 年 1 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 : 2023年1月1日(日)〜3日(火)、10日(火)、17日(火)〜30日(月)

吉府 充希子

森本 春子

大井 郷誉

≪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

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

info@totsuka.hall-info.jp

休館日：原則毎月第 2 火曜日、年末年始
現在の客席の様子

7

月間スケジュール 2022 年 7 月号

戸塚区総合庁舎 4F

2022.6.10 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 5 月 25 日
時点での情報です

今月の花：プルメリア 花言葉「気品」

