
共催

審 査 員       市原愛（ソプラノ）、大萩康司（ギタリスト）、奥村愛（ヴァイオリニスト）、
　　　　　 加藤昌則（作曲家／ピアニスト）、 斎藤圭土（ブギ・ウギ &ブルースピアニスト / コンポーザー）
応募資格     2019 年 3 月 3日 ( 日 ) 時点で、満 30 歳以上の方。
募集部門     ピアノ ( ソロ・連弾どちらでも可 )※電子楽器不可
参 加 料       【予選】無料　【本選】5,000 円
課 題 曲       【予選】自由曲 1曲 (10 分以内 ) 　【本選】予選同曲
賞      与       【グランプリ】1名　賞金 40 万円　【優秀賞】1名　賞金 10 万円
応募期間     2018 年 9 月 15 日 ( 土 ) ～ 2018 年 11 月 30 日 ( 金 ) 必着
詳細はチラシ・HPをご覧ください。

審 査 員       市原愛（ソプラノ）、大萩康司（ギタリスト）、奥村愛（ヴァイオリニスト）、
　　　　　 加藤昌則（作曲家／ピアニスト）、 斎藤圭土（ブギ・ウギ &ブルースピアニスト / コンポーザー）
応募資格     2019 年 3 月 3日 ( 日 ) 時点で、満 30 歳以上の方。
募集部門     ピアノ ( ソロ・連弾どちらでも可 )※電子楽器不可
参 加 料       【予選】無料　【本選】5,000 円

ピアノグランプリ
2019

各回
全席自由
一般800円

　  名曲サロンVol.16
　木管五重奏団 和によるアンサンブルの極み
 10/17（水）①11:30開演②14:30開演（各回15分前開場）
目を閉じればまるでオーケストラの響き！？
和やかなチームでお届けするアンサンブルの極みをぜひ会場で。
【曲目】ユモレスク、山の音楽家じゅんばん協奏曲、カルメン組曲 他
【出演者】木管五重奏団 和　福田 亜由美（Fl）、若山 健太（Ob）、木主 里絵（Cl）、深澤 仁（Hr）、杉田 翔（Fg）

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

全席自由
一般500円

Autumn Concert
 10/28（日）15:00開演（14:45開場）
  コントラバス、ピアノ、ヴァイオリンによるクラシックコンサート。
【出演者】金井 綾子、高橋 美菜子、中村 風子
【曲目】愛の挨拶、愛の夢、モーツァルト：ソナタ、グリエール：組曲 他

Autumn Concert係　090-4722-9885（中村）お問合せ

全席自由
事前申込
一般1,000円

（初回の方は500円）

うたごえ広場・戸塚クラス
 10/20（土）10:00開演（9:40開場）
  日本や世界の名曲やポピュラー曲を皆様で楽しく歌う。指導有り。
【曲目】旅愁、小さな木の実、あの素晴らしい愛をもう一度 他
【出演者】田原 真理子、佐藤 順子

うたごえ広場　0466-50-1864（田原）お問合せ

なごみ

なごみ

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。 10 月の休館日：9日（火）

4F　ホール

Mayo　Crystal　Music　090-3086-5583（雨谷）お問合せ

さくらプラザ　045-866-2501

 雨谷 麻世　環境チャリティコンサート vol.62
10/26（金）18:30開演（18:00開場）

ピアノグランプリ2018　受賞記念演奏会～審査員・加藤 昌則をゲストに迎えて～
 10/8（月・祝）14:00開演（13:30開場）
優れたピアニストとの出会いを求めて開催された、30歳以上限定の
ピアノグランプリ。受賞者3組による演奏と、審査員・加藤 昌則氏による
演奏・トークをお楽しみください。
【出演者】グランプリ／杣田 早苗、優秀賞／川田 将人、優秀賞／村瀬 かおり・村瀬 豊江
　　　　　　　  ゲスト／加藤 昌則
【曲目】ドビュッシー：前奏曲「花火」、リスト：「エステ荘の噴水」他
お問合せ

【出演者】雨谷 麻世（Sop）、金井 信（Pf）
【曲目】 百万本のバラ、枯葉、糸、赤とんぼ、アヴェマリア 他

全席指定
一般1,000円

樂画会（がくがかい）　03-3498-2508

パルマ王立歌劇場ライブビュー「リゴレット」特別上映会
 10/10（水）①10:30開映　②14:00開映（各回30分前開場）
イタリアオペラの至宝レオ・ヌッチのリゴレット。パルマ・ヴェルディ・
フェスティバルにおける圧巻の舞台をスクリーン上映！

全席自由
前売2,500円
当日2,800円

お問合せ

大地の詩コンサート実行委員会　045-853-1512（西本）

「大地の詩」チャリティーコンサート2018 ～藤原 道山を迎えて～
 10/23（火）19:00開演（18:30開場）
ピアノと尺八で奏でる東洋と西洋の出会い。
【出演者】 藤原 道山、西本 梨江、神田 佳子
【曲目】ボレロ、コンドルは飛んで行く、アランフェス協奏曲 2楽章
お問合せ

全席指定
一般4,000円

さくらプラザ　045-866-2501

  トップ・トロンボーン奏者　
中川英二郎が語るジャズの魅力  トーク&コンサート
 10/27（土）14:00開演（13:30開場）
日本のジャズシーンを牽引する、トップトロンボーン奏者
中川英二郎による演奏で、ディープなジャズの世界へ。
【出演者】 中川英二郎（Tb）、宮本貴奈（Pf）
【曲目】 いつか王子様が、枯葉、G線上のアリア 他
お問合せ

リトルダックス　045-711-8047（石山）

女声合唱団リトルダックスコンサート2018
 10/19（金）18:30開演（18:00開場）
【出演者】リトルダックス
【曲目】木下 牧子合唱曲集、ボブチルコット：故郷、ジブリ名曲集、
　　　花の歌、花のかず、カゼクサ、砂山、崖の上のポニョ、矢車草、野ばら 他
お問合せ

全席自由
入場無料
要整理券

4F　リハーサル室

和田町音楽院　045-332-5205（原）

第21回　岡田香真流大正琴の宴
 10/25（木）12:30開演（12:00開場）

　全席自由　
入場無料

お問合せ

横浜支部会員の発表会。
【曲目】童謡、演歌、ポピュラー等

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

横浜国立大学管弦楽団　090-3515-8259（山下）

横浜国立大学管弦楽団 第21回 弦セクションコンサート
 10/28（日）14:00開演（13:30開場）
横国オケの弦セクションによるアンサンブル・合奏。
【曲目】 ドヴォルザーク：弦楽セレナーデ  ホ長調 Op.22 他

お問合せ

全席自由
入場無料

全席指定
一般2,500円
学生1,500円

※学生券はさくらプラザのみ取扱い、購入時要学生証

戸塚区民まつり実行委員会事務局（戸塚区地域振興課）　045-866-8416（宮原）

平成30年度（第25回）戸塚ふれあい文化祭
 10/13（土）、14（日）各日10:00開演（9:45開場）
吹奏楽、オーケストラ、コーラス、フラダンス、フラメンコなどの舞台発表。

お問合せ

全席自由
入場無料

 油彩・水彩

写真・日本画

とつか美術会　090-1612-5572（勝山）お問合せ

第13回 とつか美術会公募展
9/26（水）～10/1（月）10:00～18:00（最終日～16:00）
戸塚区内外の美術愛好家による無審査・自由参加の公募展。

今回 4度目となる、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。

会 場                   さくらプラザ　ホール／ギャラリー
日 程                   【ホール】 2019 年 2 月 16 日 ( 土 )　【ギャラリー】2019 年 2月 14 日 ( 木 ) ～ 16 日 ( 土 )
募集ジャンル   【ホール】音楽（マイク・アンプ類を使用しない生演奏のみ）※ジャンル不問
　　　　　　   【ギャラリー】絵画、写真、書道、手工芸などジャンル不問
応募資格            横浜を拠点として活動を行っている個人・団体
参加費                【ホール】 1 団体 5,000 円　【ギャラリー】1,000 円／ 1,500 円（ブース毎に異なります）
募集締切            2018 年 10 月 20 日 ( 土 ) 必着
結果通知            2018 年 10 月末日までに、代表者に郵送いたします。　　　　　　詳細はチラシ・HPをご覧ください。

　全席自由
一般5,500円

水墨画

千墨会　045-546-1541（葛西）お問合せ

第24回 千墨会水墨画展
10/3（水）～10/8（月・祝）10:00～18:00（最終日～16:00）

花鳥、山水風景画の額、掛軸作品約130点。

水墨画

戸塚区民まつり実行委員会事務局（戸塚区地域振興課）　045-866-8416（中川）お問合せ

平成30年度（第25回）戸塚ふれあい文化祭
10/12（金）～10/18（木）
9:30～17:00（初日13:00～／最終日～16:00）

絵画、書道、華道、陶芸、手工芸などの展示発表。

 油彩・水彩

陶芸・書道

工芸・生け花

油彩・水彩

魔女のアトリエ　080-6743-9249（松元）お問合せ

魔女とその仲間たち展
10/23（火）～10/29（月）10:00～18:00（初日13:00～／最終日～17:00）

魔女のアトリエの展覧会。今回は主宰者魔女の作品も多数展示。

水彩

梢会　045-812-7680（吉田）お問合せ

第26回 水彩画梢展
10/30（火）～11/5（月）10:00～18:00（初日13:00～／最終日～16:00）

絵画をこよなく愛する仲間たちの個性豊かな作品、約80点を展示。

揺さぶれ！魂のピアノ！～人生の深淵から溢れだす音楽の力～

参加団体
募集 !

さくらプラザ開館 5周年記念



五人の真打による
庚寅長月の会　戸塚公演
11月4日（日）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、購入時 要学生証
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

秋のさくらプラザ寄席　第 3回

©Wataru NISHIDA

鈴木理恵子 室内楽シリーズ Vol. 9
弦の響き　～シューベルトの傑作～
11月24日（土）14：00開演（13：30開場）
全席指定　一般 3,000円／ペアチケット 5,000円
　　　　    学生 1,500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：鈴木 理恵子 (Vn)、吉村 知子 (Vn）、 鈴木 康浩 (Vla) 他

木管五重奏団 和 (なごみ) による
アンサンブルの極み
10月17日（水） ①11：30開演 ②14：30開演
全席自由　各回800円 
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
出演：木管五重奏団   和　福田 亜由美 (Fl)、若山 健太 (Ob)、木主 里絵 (Cl)、深澤 仁 (Hr)、杉田 翔 (Fg)

ピアノグランプリ2018　受賞記念演奏会　
～審査員・加藤 昌則をゲストに迎えて～
10月8日（月・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：グランプリ/杣田 早苗、優秀賞 /川田 将人、優秀賞 /村瀬 かおり・村瀬 豊江
 　　　　ゲスト/ 加藤 昌則

前橋汀子プロデュースVol.10　Xmasコンサート
12月8日(土）14：00開演（13：30開場）
全席指定　一般 4,000円／戸塚区民 3,500円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：前橋 汀子 ( Vn )、 森下 幸路 ( Vn ) 他
※先行抽選申込終了。キャンセル分の電話予約を10/20( 土 )14:00より開始。

©Wataru NISHIDA

©篠山 紀信

名曲サロンVol.16

共催

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 2018年 10月号 10
Oct.

10 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。

さくらプラザ 5周年記念
トップトロンボーン奏者  中川 英二郎が語るジャズの魅力
トーク&コンサート

さくらプラザ 5周年記念
トップトロンボーン奏者  中川 英二郎が語るジャズの魅力
トーク&コンサート

日本のジャズシーンを牽引する、トップトロンボーン奏者
中川英二郎による演奏で、ディープなジャズの世界へ。

10月27日(土)  14:00開演（13:30開場）
全席指定　一般2,500円　学生1,500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：中川 英二郎（Tb）、宮本 貴奈（Pf）
　　

日本のジャズシーンを牽引する、トップトロンボーン奏者
中川英二郎による演奏で、ディープなジャズの世界へ。

10月27日(土)  14:00開演（13:30開場）
全席指定　一般2,500円　学生1,500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：中川 英二郎（Tb）、宮本 貴奈（Pf）
　　

フードL.O：20:30　ドリンクL.O：21:00

2018.9.10 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 2018 年 8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

■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

抽選申込できない日
10 月の抽選申込月：2019 年 4月利用（ホール・ギャラリー）
  ホール  ： 6日（土）、9日（火）、13日（土）
ギャラリー  ： なし

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

さくらプラザ開館5周年記念
トップ・トロンボーン奏者 中川英二郎が語る
ジャズの魅力　トーク&コンサート
10月27日（土）14：00開演（13：30開場）
全席指定　一般 2,500円／学生1,500円 ※さくらプラザのみ取扱い、購入時 要学生証
出演：中川 英二郎 (Tb)、宮本 貴奈 (Pf)

友情出演

ホット&ハートフル コンサート vol.42
戸塚宿オペレッタ～韓流に恋して～
9月30日（日）14：00開演（13：15開場）
全席指定
S席2,500円／A席2,000円
B席1,500円／EX席1,000円
会場：さくらプラザ ・ホール
出演：深津 素子（Sop）、吉府 充希子（Sop）、梅原 光洋（Ten）他

らららん♪ドレミ　Vol.2
親と子のための朗読と音楽 
～読み聞かせワークショップ付～
9月13日（木） ①10：45開演②12：00開演
※各回15分前開場、公演時間 約45分
全席自由　各回チケット 500円（0歳から有料）
会場：さくらプラザ ・リハーサル室
講師：天川谷 琴美（演奏）、風間 恵（朗読）

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.3】9 月 28 日 (金)【Vol.4】11 月 16 日 (金)
【Vol.5】2019 年 2 月 8日 (金)　　　※各回19：30開演
全席指定　一般 2,500円／学生1,500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：若林 顕（Pf） 他
        　


