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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。

3月の休館日：3月14日(火)

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。

4F　ホール

お問合せ

お問合せ

第30回  フォトサークルオーロラ写真展
3/28(火)～4/3(月)10:00～17:00(初日13:00～/最終日～16:00)
風景写真を中心に、動物、街並み、鉄道、スナップ等の写真。

フォトサークルオーロラ　080-7013-6941(寺下)
                                                 Mail：terash42@gmail.com

サンクスフェスティバル(パッチワーク展&ミニコンサート)
3/1(水)～3/5(日)10:00～17:00
手★創りの部屋　まいキルトの作品展。講師の孫とそのお友達
によるミニコンサートも開催。

小嶋 由紀　090-4207-1027
                       Mail：yuki.touya24@gmail.com

パッチワーク

Sweet Home　パッチワーク・キルト展
3/16(木)～3/20(月)10:00～17:00(最終日～16:00)
小物やキルトで家庭に彩りを添える。

舞岡パッチワーククラブ　045-881-2400
パッチワーク

お問合せ

元陽会  神奈川支部展
3/22(水)～3/27(月)10:00～17:30(最終日～14:00)
元陽会員及び賛同者の油彩画・水彩画等の絵画の展覧会。

元陽会  神奈川支部　045-561-8176(吉村)
油彩・水彩

お問合せ

福爾摩沙 台湾印象展
3/28(火)～4/3(月)10:00～17:00(初日14:00～/最終日～13:00)
台湾芸術家の作品。水墨画、書道、陶芸等の展示。

儒墨堂(じゅうぼくどう)　080-2561-0705(郭(かく))
水墨画・陶芸
写真・書道

お問合せ
写真

4F　リハーサル室

4F　ホール
第10回 区民企画事業。戸塚区民によるさまざまなジャンルの文化芸術活動を公募しました。　

《第10回　スタインウェイが帰ってきました！》
普段、スタインウェイは舞台に向かって右側にある24時間空調管理されたピアノ倉庫
に格納しています。今回の天井改修工事では、粉塵がピアノに悪影響を及ぼす可能性
があること、工事によってピアノ倉庫の立ち入りに制限が出てしまうことを踏まえ、施設
外に保管倉庫を借りて工事本格着工前の2022年6月にピアノを搬出して預かっていた
だきました。天井改修工事も終盤を迎え、粉塵の出る作業が既に完了している事もあ
り、工事期間としては1か月程度残していますが、12月最後の週にピアノの搬入作業を
実施しました。
この日程を決めるにあたり、天井工事現場責任者の方々、スタインウェイジャパン担当
者の方々、その他関係各所の方々にスケジュールの調整をいただきました。また、天井
工事関係者の方々にはピアノの組み立てが行えるよう、舞台上の作業スペースの確保、
及び安全に作業が行えるための段取りも入念に行っていただきました。この場をお借
りして厚くお礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　（文・写真：徳田 昌宏）

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2月3日(金)

搬出時の様子 (2022 年 6 月 ) 搬入時の様子(2022年12月)

「今年は！」とつかスプリングコンサート2023
3/3(金)14:00開演(13:20開場)
戸塚区出身の姉妹による恒例の大人気公演第8弾！
春の訪れをクラシック音楽の名曲と共に。
【出演】 遠藤 香奈子(Vn)、遠藤 和歌子(Pf)
【曲目】 ベートーヴェン：バイオリンソナタ第5番「春」より第1楽章
             クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ　他

050-3575-0533(遠藤) 　Mail：ttkwmconcert@gmail.comお問合せ

全席指定
1,500円

白石 准の言葉と音楽の世界
3/5(日)15:00開演(14:30開場) 
白石 准作曲の語りとピアノ連弾のための作品。言葉と音楽の世界。
【出演】 白石 准、小野寺 美樹、楠 定憲、服部 めぐみ
【曲目】 白石 准：印度の虎狩、枝野 奈津子：百花繚乱
              白石 准：どんぐりと山猫　他

ムジカ・アパショナダ　070-6510-8009(白石)
                                           Mail：donguri20230305@icloud.com

お問合せ

全席自由
一般 3,000円

中学生以下 2,000円

コンチェルティーノ  2023  Parte2
3/19(日)13:00開演(12:45開場) 
大学生以上の出演者による発表会。
【出演】 東條 安子、大泉 磨莉、和田 泉　他

コンチェルティーノ　090-6509-4648(和田)
                                        Mail：ushizumi2pf@jcom.zaq.ne.jp

お問合せ

全席自由
入場無料

第3回  邦楽コンサート  悠　
3/24(金)14:00開演(13:30開場)
第3回悠(はるか)  邦楽コンサート。打楽器も加わり楽しい演奏会。
【出演】 山田 紀美子、畑 洽山、柏木 都　他
【曲目】 飛騨に寄せる三つのバラード、南部牛追唄による幻想曲　他

悠(はるか)　045-826-7860(篠田)
                        Mail：shino_bell0611@yahoo.co.jp

お問合せ

全席自由
1,000円

ラテンフォルクローレ・カジュアルコンサート
3/25(土)14:00開演(13:30開場) 
中南米のフォルクローレ音楽を気軽に楽しむ演奏会。
【出演】 池山 由香(アルパ)、藤枝 貴子(アルパ)
             すずき あゆみ(Per)、渡辺 大輔(ケーナ)

ヒラルディージョ　070-6632-8367(大森)
                                     Mail：info@giraldillo.org

お問合せ

全席自由
前売 2,200円
当日 2,500円

リトル・コンサート
3/26(日)13:00開演(12:30開場)
ピアノ発表会。
【出演】 レッスン生徒さん
【曲目】 ラ・カンパネッラ、英雄ポロネーズ　他

清水 皆子ピアノ教室　045-814-1426お問合せ

全席自由
入場無料

ふるさとの道、夏、さくら、そして虹  ピアノで紡ぐ日本のうた
3/4(土)①11:00開演 ②13:30開演  ※各回20分前開場 
シニアには懐かしく、子どもたちは学校で習っている……
次世代へ伝えたい歌をもとに作曲されたピアノ曲をお届けする公演。
【出演】 飯島 まゆみ(Pf)
【曲目】 上田 真樹：《故郷》による幻想曲、中田 喜直：夏の思い出
              平井 康三郎：幻想曲「さくらさくら」　他

飯島 まゆみ　090-2257-0835
                           Mail：m.i.p.f.0907@gmail.com

お問合せ

全席自由 
500円

うたごえ広場・戸塚クラス
3/17(金)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・発声練習や歌唱指導有り。
【出演】 田原 真理子(Pf)、高津 有里(Sop)
【曲目】 ①早春賦、花の街、花等 約8曲
 ②卒業写真、なごり雪、等 約8曲

うたごえ広場 戸塚　0466-50-1864 (田原)お問合せ

全席自由
定員 各回約35名

入替制
一般1コース 1,500円
一般2コース 2,000円
新規2コース 1,000円
要事前申込

「と・び・ら」お話コンサート Vol.2
ことばと音(ね)いろで見えるもの
3/5(日)①11:00開演 ②14:00開演  ※各回30分前開場
子どもの頃出会った物語を、声と音楽で味わう公演。
【出演】 岩田 なほみ(おはなし)、堀内 陽子(Pf)、大山 直子(打楽器)
【曲目】 お話を知らなかった若者…アイルランドの昔話
　　　 朗読とピアノのための音楽童話「こいぬのうんち」　等

と・び・ら　ohanashi_tobira@yahoo.co.jp(大山)お問合せ

全席自由
入場無料
要事前申込

さくらde古楽  バッハと笛と・・・仲間たち 
解説と楽しむ古楽
3/7(火)14:30開演(14:00開場)
出演者の解説と共に楽しむ古楽、笛の響演のワンダーランド。
【出演】 国枝 俊太郎(笛)、岡田 龍之介(チェンバロ)
【内容】 バッハ、ヘンデル、テレマンのフルートや
              リコーダーのソナタ　他

一般社団法人ヴィア・ガレリア　045-961-0813(岡田)
                                                            E-Mail：info@ viagalleria.or.jp

お問合せ

全席自由
前売 3,500円
要事前申込
(完全予約制)

コンセール・アミティエ
第50回 音楽サロン plus  
～心で聴き、心で歌う～  50回記念Special
3/28(火)14:00開演(13:15開場) 
第一線で活躍の二人をゲストに迎え、50回記念特別公演を
お届けする。
【出演】 吉府 充希子(Sop)、髙木 凜々子(Vn)、横山 美里(Pf)
【曲目】 さくらさくら、エルガー：愛の挨拶、
　         ショパン：幻想即興曲　他
※高校生以下のチケットをお買い求めの際は、購入時に学生証を
     必ずご提示ください。

コンセール・アミティエ　080-1191-7703　お問合せ

全席指定
一般 2,000円

高校生以下 1,000円
(静かに聴ける
5歳以上のお子様)

ピアノ発表会
3/30(木)18:00開演(17:30開場)
ピアノ学習者による演奏会。
【出演】 小林 裕子ピアノ教室の生徒　他

小林 裕子ピアノ教室　080-6708-7405(近藤)
                                           Mail：yoshikon125@yahoo.co.jp

お問合せ

全席自由
入場無料
関係者のみ

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。

社会福祉法人 横浜いのちの電話
春の映画会「キネマの神様」
3/7(火)①11:00開演 ②14:30開演 ③18:30開演
※各回30分前開場
映画を愛し続ける男の人生と彼を取り巻く人々との愛や友情の物語。
【映画出演】沢田 研二、菅田 将暉、永野 芽郁　他

社会福祉法人 横浜いのちの電話　045-333-6163お問合せ

全席自由
前売 1,100円
当日 1,300円

共催  窓口販売のみ

モンゴルの音  ～故郷を探して～
3/20(月)18:00開演(17:30開場) 
モンゴル楽器(馬頭琴・モンゴル琴 他)ファミリーコンサート。
【出演】 アマルバヤルファミリー
【曲目】 故郷よ馬よ、モンゴルの草原　他(予定曲目)

ヒッポファミリークラブ 戸塚　045-865-1519(鈴木)
                                                         Mail：contente558@gmail.com

お問合せ

全席自由
一般 1,500円

ヒッポファミリークラブ
会員 1,000円
要整理券
要事前申込

2月 3日で天井改修
工事は完了しました
が、工事レポートに
はもう少しお付き合
いください。

さくらチャレンジ
プロジェクト
報告会

第 10 回
 区民企

画事業

さくらプラザ春の芸術祭2023 関連事業
さくらプラザ寄席  柳家  小せん  独演会 
3/10(金)14:00開演(13:30開場) ※休憩なし・約90分
同日開催の大人のためのワークショップ参加者による舞台設営
と会場案内で、区民の皆様と一緒に作り上げる公演。
【出演】柳家 小せん、柳家 あお馬(二つ目)、柳家 小じか(前座)
お問合せ

全席指定
一般 1,000円
※1階席のみ
の限定販売

さくらプラザ　045-866-2501

　   さくらチャレンジプロジェクト報告会
3/24(金)14:00～17:00（13:30 受付開始）※終了時間は予定となります。
参加料:無料  定員:30名(先着予約順)　会場:さくらプラザ・リハーサル室
申込:2/16(木)14:00～受付開始　
10回目を機に「さくらチャレンジプロジェクト」へとリニューアルした「さ
くらプラザ区民企画事業」。「世代間の交流を促す芸術文化事業」をテ
ーマに参加をいただいた全9団体による活動をさくらプラザスタッフ
との対話形式で振り返ることで、その活動を戸塚区民の方々に共有・還
元いたします。※詳細はホームページをご確認ください。

吉府 充希子 髙木 凛々子 横山 美里

柳家 小せん

はるか



※1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

2023.2.10 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 2023 年 1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

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 )

月間スケジュール 2023年 3月号

Mar.
3

■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

≪ホール利用再開のお知らせ≫
ホール天井改修工事は2023年2月3日(金)で完了し、
2023年2月4日(土)より利用を再開いたしました。

3 月の抽選申込月：2023 年 9月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日
ホール         :  9月5日(火)、9月12日(火)、
ギャラリー :  9月12日(火)、9月19日(火)～30日(土)

広告

3 月の注目イベント

さくらプラザ春の芸術祭 2023 関連事業
さくらプラザ寄席 
柳家  小せん  独演会  
3 月 10 日 ( 金 )
14:00 開演 (13:30 開場 ) ※休憩なし・約 90分
全席指定　一般 1,000 円　
                       (1 階席のみの限定販売 )
会場：さくらプラザ・ホール
出演：柳家 小せん
　　     柳家 あお馬 ( 二つ目 )
　　     柳家 小じか ( 前座 )

さくらプラザ春の芸術祭 2023 関連事業
さくらプラザ寄席 
柳家  小せん  独演会  
3 月 10 日 ( 金 )
14:00 開演 (13:30 開場 ) ※休憩なし・約 90分
全席指定　一般 1,000 円　
                       (1 階席のみの限定販売 )
会場：さくらプラザ・ホール
出演：柳家 小せん
　　     柳家 あお馬 ( 二つ目 )
　　     柳家 小じか ( 前座 )

3 月 10 日 ( 金 )、11 日 ( 土 )、12 日 ( 日 )
※詳細は中面をご覧ください。
3 月 10 日 ( 金 )、11 日 ( 土 )、12 日 ( 日 )
※詳細は中面をご覧ください。

さくらプラザ利用団体・アーティスト・区民…アートに溺れる 3日間

春の
芸術祭 20

23

3/10
金 日

3/12
2023 2023

さくらプラザで行われている様々な活動を紹介し、
利用者・アーティスト・区民の文化的交流の場を
創出するためのイベントです。

【ホール】2023年3月12日(日)
　　ホールの舞台で演奏を披露！
【ギャラリー】2023年3月10日(金)・
　　　　　　11日(土)・12日(日)
　　絵画や写真、創作作品を展示！
【マルシェ】2023年3月11日(土)・12日(日)
　　手作り作品を販売！

※詳細情報は2023年1月上旬公開予定

第18回 さくらプラザ特待生ミーティング(公開試演会)
3月11日(土)11:00～13：00頃
入場自由・予約不要　定員：30名 ※定員に達し次第、入場を制限する場合がございます。
会場：さくらプラザ・リハーサル室　出演：さくらプラザ特待生

大人のためのワークショップ
手ぶらで楽しむ はじめての切り絵体験 ～戸塚の花・桜をモチーフにした色紙作品～
3月4日(土)10:00～12:00 (9:45開場)
参加費：500円(材料費・道具レンタル料含む)　
定員：10名　会場：さくらプラザ・練習室4
講師：楠 昭（きりえ作家・神奈川きりえの会会員・一級建築士）

さくらプラザ寄席　柳家 小せん 独演会
3月10日(金)14:00開演(13:30開場) ※休憩なし・約90分
全席指定 一般 1,000円　※1階席のみの限定販売
会場：さくらプラザ・ホール   出演：柳家 小せん　他
さくらプラザアートマネジメント講座15　大人のためのワークショップ
ホールの舞台裏を覗いてみよう！バックステージツアー
3月10日(金)10:00～11:30頃　参加費：無料　定員：6名
会場：さくらプラザ・ホール
さくらプラザアートマネジメント講座16　大人のためのワークショップ
あこがれのレセプショニストになってみよう！
3月10日(金)10:30～16:00頃　参加費：無料　定員：7名　　
会場：さくらプラザ・リハーサル室　
講師・協力：株式会社ヴォートル

※終了時間は前後する場合がございます。   
※詳細はHPをご覧ください。  

柳家 小せん柳家 小せん

社会風刺コント集団   ザ・ニュースペーパーLIVE 2023
4月1日(土)①14:00開演 ②17:30開演  各回30分前開場
全席指定 各回 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
主催：東京労音府中センター　
お問合せ：Ro-Onチケット　047-365-9960

共催  窓口販売のみ

第33回

さくらプラザwebインタビューコーナー

あぶらたに

左 油谷館長、右 山﨑さん左 油谷館長、右 山﨑さん
詳細記事は
こちらから↗

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33回目は戸塚図書館 油谷館長と司書の山﨑さんです。

※インタビューの内容はQRコードを読み込んでご覧ください。 
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

戸塚図書館　
油谷館長と司書の山﨑さん
1978 年に開館以来、地元に根ざした
施設となった戸塚図書館。
“本を借りる “だけではない今の図書館
の話をお伺いできました。

歳時記
3月3日　桃の節句：女の子の健やかな成長を願う節句
歳時記
3月3日　桃の節句：女の子の健やかな成長を願う節句

入場
無料

さくらプラザ利用団体・アーティスト・区民…アートに溺れる 3日間

20
23

マスクをしていてもできる顔ヨガで、
素敵な笑顔を身に着けましょう！　
※事前予約優先

団体・個人で活動する市民・区民が心を込
めて制作した作品を展示いたします。

ピアノからアンサンブルまで、様々なジャンル
の音楽をお楽しみいただけます！

素敵なアクセサリーやガラス細工など
の小物作品をお求めいただけます！

ホール

リハーサル室
顔ヨガワークショップ

13:00～17:00
ギャラリー

ギャラリー

ギャラリー

10:00～16:00
11:00～14:00

10:00～17:00

14:00～16:00

金3/10
3/11

日3/12
①10:00～10:45
②11:45～12:30

ホール

土

11:00～14:00
マルシェ

マルシェ

①10:00～12:00
②13:00～15:00

プロの講師のもと、楽器にふれて
みませんか？
※事前予約枠とフリー体験枠ありワークショップ

練習室 2
ドラム＆パーカッション

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

❀ 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。

春の芸術祭HPへ 
※通信料が発生します

リハーサル室
( 顔ヨガ ワークショップ )

練習室2(ドラム＆パーカッ
ション ワークショップ )

さくらプラザ春の芸術祭 2023 関連事業さくらプラザ春の芸術祭 2023 関連事業今年は関連企
画も

盛りだくさん！
今年は関連企

画も

盛りだくさん！

ギャラリー

マルシェ

さくらプラザ開館10周年記念
若林 顕 ピアノリサイタル
4月22日(土)14:00開演※休憩あり
全席指定 一般 3,000円、横浜市民 2,700円、学生 1,000円
※学生券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：ショパン：バラード 第4番 へ短調 Op.52
　　  ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」　他

2月20日(月)
14:00～

先行電話予約開始©Burkhard Scheibe

さくらプラザ利用団体・アーティスト・区民…アートに溺れる 3日間

20
23

要事前予約

発売中

要事前予約

要事前予約


