
全席指定
1,200円

澤井 夏海 藤田 祥子 

大石 真裕／稲島 早織  

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。 8 月の休館日：13日 ( 火 )14 日 ( 水 )

主催・共催公演　チケット発売情報

さくらプラザ　045-866-2501

今日からあなたもオペラデビュー！！ 
事前講座  60分で味わうオペラ『カルメン』の魅力
8/3(土)14:00開演(13:30開場)
原語(フランス語)でカルメンの名場面を4名の演奏家が演奏し、ナビゲーターの
大山さんがわかりやすく紹介する。
【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) 、
秋山 和哉 (ドン・ホセ役)、長島 由佳 (ミカエラ役)、巨瀬 励起 (ピアニスト)
【曲目】 ビゼー作曲  カルメンより抜粋
お問合せ

コーロ・デル・フィオーレ　090-9968-4281 (横山)

コーロ・デル・フィオーレ 第9回定期演奏会
8/25(日)14:30開演(14:00開場)
混声合唱組曲、ソリストを迎えてオペラ(抜粋) お楽しみください。
【出演】 コーロ・デル・フィオーレ
【曲目】  IN TERRA PAX、オルフェオとエウリディーチェ

全席自由
前売：一般 1,500円
当日：一般 2,000円

お問合せ

お問合せ

えほんと音楽・読みきかせコンサート・うらしまたろう
8/5(月)10:30開演(10:15開場)
絵本の読み聞かせと音楽のコラボレーション他ミニコンサートあり。
【出演】 清水 暁子、安藤 朋子、南川 枝里子
【曲目】 となりのトトロ、はなみずき、マイウェイ

全席自由
一般 500円
子供 300円

小倉音楽教室　090-6548-1376 (小倉)

お問合せ

ジェントルコンサート Vol.3 ～ ランチタイム・ワンコイン ～
8/29(木)12:10開演(11:40開場)
子供も大人も楽しめるライアー演奏と歌。物語と音楽のコラボ。
【出演】 小倉 さちこ、井上 ゆり子
【曲目】  ジュトゥヴ、うみ、ゆりかごの歌、ブルグミュラー練習曲より 他

全席自由
一般 500円
小学生100円

えほん読みきかせコンサート事務局　090-4595-8849（栗原）

お問合せ

馬場 祥子・首藤 亜希 門下生によるピアノ発表会
8/31(土)13:00開演(12:45開場)
ピアノ、ヴァイオリン、声楽の発表会。
【出演】馬場・首藤 門下生

尾崎ヴァイオリン教室　090-9306-2020 (菊池)お問合せ

全席自由
入場無料

4F　リハーサル室

共催

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

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

フォトサークル「しゃらく」　090-8485-3949 (小糸)お問合せ

しゃらく・レインボー　合同写真展
8/27(火)～9/2(月)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)

風景や花・スナップ等の自由作品90点を展示。

渡壁 保弘　045-861-3904お問合せ

(故)渡壁 孝幸　偲ぶ　絵画個展
   8/16(金)～8/19(月)10:00～18:00(最終日～16:00)

(故) 孝幸が天国に旅立ち3年が経ち、50歳を迎え誕生日個展。

写真

油彩・水彩

ホット＆ハートフル コンサート vol.43
戸塚宿オペレッタ
～オペラの中の女・女・女～
9月29日(日) 14:00開演 (13:30開場)
全席指定
S席 3,000円／A席 2,500円／B席 2,000円／EX席 1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
主催： 戸塚区演奏家協会

共催
窓口販売のみ

7月10日（水）
9:00

発売開始予定

神奈川県立上矢部高等学校　045-861-3500 (堤)

第1回 学校説明会
8/15(木)①11:00 ②13:30 ③15:00  ※各回30分前開場
①美術科 ②普通科(1) ③普通科(2)の説明会。

全席自由
入場自由

お問合せ

小雀みどり保育園　045-851-4699 (川辺)

歌って踊って楽しいコンサート！見て面白い大道芸！
8/22(木) ①10:30 ②13:30　※各回30分前開場
歌とダンス&大道芸の2本立て。
【出演】 マドカ with YY & クラウンロケット

全席指定
一般 1,000円
2歳以下 500円
※2歳以下 膝上鑑賞無料お問合せ

戸塚区制80周年記念事業実行委員会　045-866-8439 (池田)

戸塚区制80周年記念事業　夏休みこどもフェスタ
8/24(土)～8/25(日)10:00～15:00
戸塚風景パネル展、戸塚区内在住児童による作品展示等。

秋のさくらプラザ寄席
第4回　庚寅長月の会・戸塚公演
11月2日(土) 13:30開演 (13:00開場)
全席指定   一般 2,500円／横浜市民 2,000円（さくらプラザのみ取扱い）
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：柳家小せん、蜃気楼龍玉、三遊亭鬼丸、林家きく麿、入船亭扇里
※横浜市民チケットはさくらプラザ電話予約・窓口販売でのみ取扱い。

8月15日(木)
14:00

先行電話予約開始

さくらプラザ　045-866-2501

春風亭小朝独演会
8/17(土)13:30開演(13:00開場)
師匠の巧みな話芸に引き込まれる！
【出演】 春風亭小朝 全席指定

3,500円お問合せ

県公務公共 一般労組　045-212-3179 (杉田)

県公務公共一般労組神奈川フィル分会  夏のサンクス・コンサート
8/18(日)14:00開演(13:30開場)
神奈川フィル団員で組織する労組主催のアンサンブルコンサート。
【出演】 神奈川フィル分会室内合奏団
【曲目】 ボロディン：ダッタン人のおどり、シュトラウス：皇帝円舞曲 他

全席自由
前売：

一般2,000円
高校生以下1,000円

当日：
一般2,500円

高校生以下1,500円お問合せ

第251回 歌のサロン
8/7(水)14:00開演(13:30開場)
会場参加の歌のコンサートとミニコンサート。
【出演】 高須 亜紀子 (Pf)、小室 昌広 (Cb)、佐藤 ゆり (Sop) 
【曲目】 長崎の鐘、我は海の子、浜辺の歌、千の風になって、金魚のひるね 他

全席自由
1,000円

ムジカおさらぎ　0467-25-4624 (佐藤)お問合せ

くロひげ　090-6041-0539 (イマイ)

0才からの演劇あそび「泣き虫の海」編
8/21(水) ①11:00 ②14:00 ※各回30分前開場
参加型の演劇公演。子どもも、大人も、演劇で遊んじゃおう。
【出演】 くロひげ、北村 美岬、有吉 宣人 他

全席自由
親子券 2,000円
大人追加券 1,000円
子ども追加券 500円

お問合せ

えほん読みきかせコンサート事務局　pianolesson.felice.izumiku@gmail.com

えほんと音楽・読みきかせコンサート・うらしまたろう
8/5(月)10:30開演(10:15開場)
絵本の読み聞かせと音楽のコラボレーション他ミニコンサートあり。
【出演】清水 暁子、安藤 朋子、南川 枝里子
【曲目】 となりのトトロ、はなみずき、マイウェイ

全席自由
一般    500円
子ども 300円

お問合せ

名曲サロン シリーズ Vol.20
ソプラノ 松﨑夏美 & テノール マルティン・ヴィドラ  デュオコンサート 
～日本とチェコの名曲～
8/22(木) ①11:30 ②14:30  ※各回15分前開場 同内容
ソプラノとテノールの美しい響きを間近で楽しめる。
【出演】 松﨑 夏美 (Sop)、マルティン・ヴィドラ (Ten)、小林 文美子 (Pf)
【曲目】 越谷達之助(作曲) 石川啄木(作詞)：初恋、
 　　　   L.ヤナーチェク：歌によるモラヴィア民族詩 より 抜粋 他

全席自由
各回 800円

お問合せ さくらプラザ　045-866-2501

親子の小さな音楽会♪ ～音楽っておもしろい！～
8/27(火)11:00開演(10:40開場)
ピアノと歌と音楽絵本で贈る、愉快なアレンジいっぱいの音楽会。
【出演】 藤牧 優里 (Pf)、Nami (歌)
【曲目】 リスト：ラ・カンパネラ、もりのくまさん、うみ 他
お問合せ ハートフルミュージック　090-8721-7276 (藤牧)

全席自由
一般 500円

小学生以下 無料

お問合せ

戸塚区地域振興課　045-866-8416

オーケストラで音楽を聴こう♪奏でよう♪楽しもう！！
8/24(土)15:00開演(14:30開場)
区民オーケストラの演奏、持参した楽器を一緒に演奏、指揮者体験。
【出演】 戸塚区民オーケストラ 他
【曲目】  ドボルザーク：交響曲第9番「新世界より」第2楽章、第4楽章 他

全席自由
要事前申込

お問合せ

坂巻 貴彦　おしゃべりコンサート VOL.20
8/31(土)①11:00 ②14:30　※各回30分前開場・同内容
ピアニスト坂巻 貴彦によるトーク付きピアノコンサート。
自由な形式感を持った独創的なピアノソロの曲をメインに演奏する。
【出演】 坂巻 貴彦(Pf)
【曲目】 C.P.E.バッハ：幻想曲 第1番、ベートーヴェン：ピアノソナタ「悲愴」、
　　　    シューマン：謝肉祭「4つの音符による面白い情景」 他
お問合せ 坂巻 貴彦　090-3685-7164

全席自由
一般 2,000円
学生 500円

ピアノグランプリ2019受賞記念演奏会
11月23日(土・祝) 14:00開演(13:30開場)
全席指定　1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：ピアノグランプリ2019 受賞者 5組
　　　( 澤井夏海、藤田祥子、大石真裕／稲島早織、飯島まゆみ、榎 京子 )
司会 ： エフエム戸塚  パーソナリティ 遠藤 正彦

8月20日(火)
14:00

先行電話予約開始

上野 星矢フルートリサイタル  
世界“最強”のフルーティスト
12月14日(土) 14:00開演(13:30開場)
全席指定　一般 2,500円／横浜市民2,000円／学生1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：上野 星矢 (Fl)、正住 真智子 (Pf)

8月28日(水)
14:00

先行電話予約開始

小倉音楽教室　090-6548-1376 (小倉)

ジェントルコンサート vol.3　～ランチタイム・ワンコイン～
8/29(木)12:10開演(11:40開場)
子どもも大人も楽しめるライアー演奏と歌。物語と音楽のコラボ。
【出演】 小倉 さちこ、井上 ゆり子
【曲目】 ジュトゥヴ、うみ、ゆりかごの歌、ブルグミュラー練習曲より 他

全席自由
一般 500円
小学生 100円

お問合せ

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

横浜市教育委員会　小中学校企画課　045-671-3266 (中澤)

横浜市立中学校美術部展　横浜市立学校総合文化祭開催ポスター展
7/31(水)～8/5(月)10:30～18:00(最終日～16:00)
中学校美術部員の作品、小中学生のポスター展応募作品の展示。
お問合せ

油彩・水彩
彫刻・陶芸
写真・工芸

表記が無い場合は無料で入場いただけます3F　ギャラリー　　　　　　　　　　　　　

FF絵画の会　045-821-0545 (阿部)お問合せ

FF絵画の会（フルールの会・えふの会）
8/6(火)～8/11(日)10:00～17:00(初日13:00～／最終日～16:00)

油彩・水彩
日本画

絵の好きな仲間が集まって、楽しく描いています。

水彩・写真
工芸

完売御礼

共催
窓口販売のみ



■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

8 月の抽選申込月：2020 年 2月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

  ホール  ： 11日(火)～13日(木)、16日(日)(～17:00)、21日(金)～23日(日)、29日(土)(～17:00)
ギャラリー  ： 1日(土)～3日(月)、11日(火)～12日(水)、18日(火)～24日(月)、27日(木)～29日(土)

【HP】https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/

広告

©Wataru NISHIDA
※学生チケッ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.8～Vol.10
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 各回  一般 2,500円／学生 1,500円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：若林 顕 (Pf) 

（購入時要学生証)

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)
①11:00開演(10:30開場)  ②14:30開演(14:00開場)
公演時間 各回約50分
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(Vo/Uke)、木村トモカ(Pf)、cheeta(Drms)

※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い。
※ペアチケットは2枚同時購入時のみ。以前の公演より

はじめて楽しむ歌舞伎
「立ち廻り体験講座」 ＆ 松羽目狂言 「棒しばり」
9 月 1 日 ( 日 ) 14:30 開演 (14:00 開場 )
全席指定　一般 2,800円／ペアチケット 5,000円／学生(高校生以下) 1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：千川 貴楽、花柳 琴臣、帆之亟  他

※ 購入時要学生証

※学生チケットはさくらプラザのみ取扱い。

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

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 8月号

8
Aug.

8 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。

今日からあなたもオペラデビュー！

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！

事前講座  60分で味わうオペラ『カルメン』の魅力　
    8月3日(土) 14:00開演 (13:30開場)
      全席指定　 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)
　　　　  秋山 和哉 (ドン・ホセ役)、長島 由佳 (ミカエラ役)、巨瀬 励起 (ピアニスト)
　　　　　　　　※10月27日 (日 ) 本公演では、ドン・ホセ役は村上 敏明が出演いたします。

　
    8月3日(土) 14:00開演 (13:30開場)
      全席指定　 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)
　　　　  秋山 和哉 (ドン・ホセ役)、長島 由佳 (ミカエラ役)、巨瀬 励起 (ピアニスト)
　　　　　　　　※10月27日 (日 ) 本公演では、ドン・ホセ役は村上 敏明が出演いたします。

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2019.7.10 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 6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

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.6
0歳から大人まで楽しめるコンサート ～キラキラ☆星空コンサート～
9月25日(水) ①10:45開演 (10:30開場) ②12:00開演 (11:45開場) 
公演時間 各回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：Bambini(バンビーニ)

さくらプラザ × 横浜音祭り2019 
唐津 健 チェロ リサイタル
9月22日 (日) 13:30開演（13:00開場） 公演時間 約60分
全席指定　一般 2,000円／学生(高校生以下) 1,000円 ※購入時要学生証
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：唐津 健 (Vc)、鷲宮 美幸 (Pf)

坂巻 貴彦 おしゃべりコンサート Vol.20
8月31日 (土) ①11:00開演 ②14:30開演 (各回30分前開場・同内容)
全席自由　一般 2,000円／学生 500円
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：坂巻 貴彦 (Pf)
主催：坂巻 貴彦

大山 大輔

今日からあなたもオペラデビュー！
事前講座  60分で味わうオペラ『カルメン』の魅力
8月3日(土) 14:00開演(13:30開場)
全席指定  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 )、
秋山 和哉 (ドン・ホセ役 )、長島 由佳 (ミカエラ役 )、巨瀬 励起 (ピアニスト)
※10月27日 (日 ) 本公演では、ドン・ホセ役は村上 敏明が出演いたします。

日本語で味わうオペラ 
ビゼー作曲『カルメン』台詞付きハイライト上演ピアノ版
その情熱は人生を狂わせる
10月27日(日) 14:00開演(13:30開場)
全席指定　一般 3,500円／横浜市民 3,000円／学生1,500円／EX(2F見切れ席) 1,000円
※横浜市民チケット・学生チケット・EX席はさくらプラザ電話予約・窓口販売のみ取扱い。
会場：さくらプラザ・ホール
出演：郷家 暁子 (カルメン )、村上 敏明 (ドン・ホセ )
長島 由佳 (ミカエラ )、大山 大輔 (エスカミーリョ)、巨瀬 励起 (ピアニスト)

郷家 暁子 村上 敏明 

長島 由佳 大山 大輔 巨瀬 励起 

関連企
画

本公演

名曲サロンシリーズ
【リハーサル室公演】チケット　全席自由　各回 800円
時間 ： ①11:30  ②14:30　各回定員70名　公演時間 各回約45分
Vol.20：8月22日(木)　 ソプラノ、テノールの声楽デュオ
Vo.l22：2020年2月14日(金)　6手のためのピアノ連弾
【ホール公演】チケット　全席指定 1,000円
Vol.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

 松崎 夏美 マルティン・ヴィドラ 小林文美

 vol.20：8月22日 出演者

共催
窓口販売のみ


