





4F ホール
全席自由
入場無料

1/4(火)18:30開演(18:20開場)

ピアノ発表会。

村上ピアノ教室 0427-05-9315(重松)

名曲サロン シリーズVol.30 新春

6手のためのピアノ連弾 Part2

〜ザルツブルクでともに学んだピアニストたち〜

1/6(木)14:00開演(13:30開場)

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。

秋山 有子

川田 将人

休憩なし・約60分
【出演】秋山 有子(Pf)、川田 将人(Pf)、菊地 美涼(Pf)
【曲目】カール・ツェルニー：3人姉妹 Op.609 より
リモートで6手
菊地 美涼
連弾！配信中
「6.ヘンデルの旋律(見よ、勇者は帰る)」
ヨハン・シュトラウス2世：トリッチ・トラッチ・ポルカピアノ6手連弾版
ヨハン・シュトラウス1世：ラデツキー行進曲 ピアノ 6手連弾版 他
お問合せ
さくらプラザ 045-866-2501

コンチェルティーノ2022

1/9(日)13:30開演(13:00開場)

小学生〜音大生・音大卒業生によるピアノ、声楽発表会。
お問合せ コンチェルティーノ 0467-45-0053 (和田)

新春 室内楽コンサート
1/15(土)14:00開演(13:40開場)

全席自由
入場無料

アカペラライブ。
お問合せ
横浜国立大学アカペラサークル Stairways 080-7208-0409
お問合せ

①名曲コース ②ポピュラーコース 入替制・歌唱指導有。
【出演】田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】① 冬の星座、早春賦 他
② いい日旅立ち、追憶 他
お問合せ うたごえ広場
戸塚 0466-50-1864 (田原)

全席自由
入替制
各回
定員 26名
一般 1,000円
初回 1,000円
要事前申込

小川 智紀

らららん♪ドレミシリーズ Vol.16
0歳から大人まで楽しめるコンサート♪
Bambini(バンビーニ)とわくわくひなまつり
3月3日(木)11:00開演(10:30開場) 休憩なし・約45分

大人(中学生以上) 1,000円
先行電話予約
子ども(0歳から小学生) 500円
1月8日(土)
親子ペア 1,200円 (大人1枚+子ども1枚)
14:00〜
チケット発売日
会場：さくらプラザ・ホール
1月9日(日)
出演：Banbini（バンビーニ）
9:00〜
村田 春奈(Sop)、平下 美香(Fl)
鈴木 智子(Vn)、松葉 真理子(Pf)、土屋 広次郎(特別出演／Bar)
曲目：うれしいひな祭り、
ヴィヴァルディ：
「四季」
より春 第1楽章 他

表記が無い場合は無料で入場いただけます

名曲サロン シリーズVol.31

水谷 有南 ソプラノコンサート

小学生から大人まで、漢字・かなを大きな紙に精一杯書いた作品を展示。
お問合せ わたな会書道教室
045-861-7572(渡辺)

書道

水谷 有南

横浜市及び周辺の風景画を中心に描いた水彩画約120点の展覧会。
お問合せ 四季彩の会
080-5860-3281 (平澤)

アトリエ主宰者の魔女と生徒たちの楽しい展覧会。魔女の仲間たちの
個性あふれる絵を展示。
お問合せ 魔女のアトリエ
080-6743-9249 (松元)

水彩

上矢部高等学校 美術科 卒業制作展。平面、立体、映像作品の展示。
お問合せ 神奈川県立上矢部高等学校
045-861-3549 (田村)

油彩・水彩
アクリル

油彩、水彩、彫刻
陶芸、写真、工芸
その他

さくらプラザで行われているさまざまな活動を紹介
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】
2 月 12 日 ( 土 )
ホールの舞台で演奏を披露！
【ギャラリー】 2 月 10 日 ( 木 )・
11 日 ( 金・祝 )・12 日 ( 土 )
絵画や写真、創作作品を展示！
【マルシェ】
2 月 12 日 ( 土 )
手作り作品を販売！
※感染症対策のため食品販売は実施いたしません。

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。

大山 大輔

3月18日(金)14:00開演
（13:30開場）休憩なし・約60分

先行電話予約

全席指定 1,500円
1月18日(火)
14：00〜
会場：さくらプラザ・ホール
チケット発売日
出演：水谷 有南(Sop) 、塚本 梨月(Pf) 、
1月19日(水)
9:00〜
ゲスト：大山 大輔(Bar)
曲目：ロッシーニ：
「音楽の夜会」
より “約束”
ヴェルディ：オペラ
「椿姫」
より “そは彼の人か 〜花から花へ〜” 他

塚本 梨月

上矢部高等学校 美術科 卒業制作展
1/27(木)〜1/31(月)10:00〜17:00(最終日〜16:00)

※詳細は 2022 年 1 月初旬公開予定。

電話予約
12月12日(日)
14:00〜

参加料 無料 ( 定員 20 名 先着予約順 )
会場 : さくらプラザ・リハーサル室
登壇者 : 西 智弘、森 祐美子、鬼木 和浩、小川 智紀

全席指定

わたな会書道教室「いまの私の精一杯」展
1/6(木)〜1/10(月・祝)10:00〜18:00(初日13:00〜／最終日〜15:00)

4F リハーサル室
うたごえ広場・戸塚クラス
1/23(日)①10:00開演 ②11:00開演 ※各回10分前開場

鬼木 和浩

2月5日(土) 14:00〜15:40(13:30受付開始)

各日
全席自由
入場無料
要事前申込

魔女とその仲間たち展
1/18(火)〜1/24(月)10:00〜18:00(初日12:00〜／最終日〜17:00)
全席自由
前売
一般 1,500円
学生 1,000円
当日
一般 1,700円
学生 1,200円

森 祐美子

シリーズ

第6回四季彩の会・絵画展
1/12(水)〜1/17(月)10:00〜17:00(初日12:00〜／最終日〜15:00)
全席指定
1,500円

西 智弘

『区民文化センターには何ができる？ 〜“つながり”をキーワードに〜』

2021

3F ギャラリー
全席自由
入場無料

ポストコロナ時代の公共ホールを考えるシンポジウム

4F 練習室4

「貯金だけ」はもう卒業！今からはじめるお金の賢いふやし方。
【講師】きらくFP事務所代表 山邉 徳厳
【演目】「投資の基本」「家計の見直し」「NISA・iDeCo」など。
お問合せ きらくFP事務所
090-1706-3502 (山邉)

※11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。

さくらプラザアートマネジメント講座XIII
全席自由
定員 9名
1,500円
要事前申込

©yoshinobu fukaya

Stairways Winter Live 2021「音ヲメクル」
1/23(日)18:00開演(17:30開場)

電子ピアノや木琴や鉄琴やデスクベルやピアニカで楽しく合奏！
【出演】田原 真理子（Pf）
【曲目】ドボルザーク：家路、ベートーヴェン：喜びの歌 他
お問合せ うたごえ広場
戸塚 0466-50-1864 (田原)

基礎からはじめるマネー講座
1/28(金)、1/30(日)10:00開演 (9:45開場)

とつかニューイヤーコンサート2022
1/21(金)14:00開演(13:20開場)

新年をクラシック音楽の名曲と共に。恒例の大人気公演第7弾！
【出演】遠藤 香奈子(Vn)、遠藤 和歌子(Pf)
【曲目】宮城 道雄：春の海
ヴィエニアフスキ：華麗なるポロネーズ 第1番
チャイコフスキー：懐かしい土地の思い出 他
お問合せ
050-3631-0121 (遠藤)

戸塚鍵盤アンサンブル
〜初心者歓迎。皆様で楽しく演奏しましょう
1/16(日)10:00開演 (9:45開場)

©Saygo Hioki

弦・管・ピアノの室内楽演奏会。
【出演】荒井 隆(Vn)、荒井 あゆみ(Vn) 他
【曲目】ベートーベン：弦楽四重奏曲 第3番、
ドボルザーク：ピアノ三重奏曲
お問合せ
A＆T合奏団 090-6544-0117（荒井）

全席指定
1,000円

1 月の休館日：1 日 ( 土 ) 〜 3( 月 )、11 日 ( 火 )

第8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。

主催・共催公演 チケット発売情報

4F 練習室1

小音楽会
お問合せ

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLIVE 2022

3月26日(土) ①14:00開演 ②17:30開演

チケット発売日
12月17日(金)
10:00〜

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

Photo series from SAKURA PLAZA…

共催

窓口販売のみ

《わが町とつか名所図 寿娯録〜すごろく〜》
開館記念のアートワークとして、さくらプラザ受付の向かいに設置されています。区民から原画を
公募して、審査を通過した16作品がエッチングプレートに仕上げられました。
エッチング（Etching）
とは、腐食作用を利用して行う表面加工の技術のことを指します。
「わが町とつか名所図 寿娯録〜すごろく〜」はステンレスのプレートに凸凹面を作り、繊細な
描写が施されています。さくらプラザの営業
時間中ならいつでもご覧いただけますので、
是非じっくりと観てみてくださいね。
こちらのすごろくは、コロナ前には受付で
大きなサイコロを貸出し、実際に遊べるよう
にしていました。また遊んでいただける日が
早く来ますように！
（文・写真：石井 由里子）

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。

好評発売中

聖夜のトランペット
クリスマス・スペシャル・コンサート

2021年12月17日(金) 19:00開演(18:15開場)
全席指定 3,900 円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：タマーシュ・パルファルヴィ (Tp) 他
主催：光藍社 https://www.koransha.com/

©Dominik Odenkirchen

月間スケジュール 2022 年 1 月号

共催

窓口販売のみ

0歳からのコンサートデビュー♪
なおちゃんと一緒！ みんなでうたってあそぼ！ クリスマス☆

営業時間：10:00〜22:00

フードL.O：20:30

2021年12月25日(土)①11:00開演②14:00開演
各回30分前開場 各回休憩なし・約45分

シリーズ

全席指定

大人 1,000円(中学生以上)、子ども 500円(0歳から小学生)
親子ペア 1,200円(大人1枚+子ども1枚)
会場：さくらプラザ・ホール
満員御礼
出演：安藤 なおこ(歌のおねえさん)
サポート：市原 由里香(Pf)
曲目：クリスマスメドレー、
もうちょっと！ 他

安藤 なおこ

6手のためのピアノ連弾 Part2

〜ザルツブルクでともに学んだピアニストたち〜

1月6日(木)14:00開演
（13:30開場）休憩なし・約60分

秋山 有子

川田 将人

リモートで6手
連弾！配信中

菊地 美涼

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 2020年度 振替公演

「ショパンを巡る旅 2018-2020」
《全15回》最終回
Vol.15 ショパン、
その終に奏でられたのは…
2月25日(金)
19:30開演(19:00開場) 休憩なし・約80分
全席指定

一般 2,500 円／学生 1,500 円

第44回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜
3月22日(火) ①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場

詳しくは Web で

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/

1 月の抽選申込月：2022 年 7 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

会場 : さくらプラザ・ホール
出演 : 若林 顕 (Pf) 共演 : 安田 謙一郎 (Vc)
曲目 : チェロとピアノのためのソナタ op.65 他
コンセール・アミティエ

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

さくらプラザ主催ホール公演にて公演
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 )

■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。

※学生チケットをお買い求めの際は学生証を必ずご提示ください。

©Wataru Nishida

ドリンクL.O：21:00

学生の皆様へ
お知らせです！

名曲サロン シリーズVol.30 新春

全席指定 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：秋山 有子(Pf) 、川田 将人(Pf) 、菊地 美涼(Pf)
曲目：カール・ツェルニー : 3人姉妹 Op.609 より
「6.ヘンデルの旋律(見よ、勇者は帰る)」
ヨハン・シュトラウス2世 :トリッチ・
トラッチ・ポルカピアノ6手連弾版
ヨハン・シュトラウス1世 : ラデツキー行進曲 ピアノ 6手連弾版 他

ホール
: ホール天井改修により利用停止
ギャラリー : 12日(火)、19日(火)〜31日(日)

完売御礼

≪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

共催

全席自由 各回 1,000円
窓口販売のみ
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：吉府 充希子（Sop）、鎌田 美穂子（箏・二十五絃箏）、片野 敦子（Pf）
主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

©Masatoshi Yamashiro

高野 百合絵

〜台詞付きハイライト上演ピアノ伴奏版〜 日本語訳:角 岳史

村上 敏明

大山 大輔
©MasatoOkazaki

巨瀬 励起

【配信期間】
2021年 12 月16日( 木 )9:00 〜 2022 年 1月16日(日)21:00
視聴チケット500 円 ( 電話予約不可 )

©yoshinobu fukaya

©yoshinobu fukaya
長島 由佳

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

ヨハン・シュトラウス2世 作曲

日本語で味わうオペレッタ
「こうもり」+「こうもり前夜」

※ご購入後、配信期間中は何度でも動画をお楽しみいただけます。
※配信期間は予定の為、今後変更になる場合がございます。

出演：高野 百合絵（ロザリンデ）
村上 敏明（アイゼンシュタイン）
長島 由佳（アデーレ）
大山 大輔（ファルケ）
巨瀬 励起（Pf）

1 月の注目公演
名曲サロン シリーズ Vol.30 新春
6 手のためのピアノ連弾 Part2
〜ザルツブルクでともに学んだピアニストたち〜

1月6日(木)14:00開演(13:30開場) 休憩なし・約60分

全席指定 1,000円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：秋山 有子(Pf) 、川田 将人(Pf) 、菊地 美涼(Pf)

動画配信
動画で楽しむ！
さくらプラザオペラシリーズVol.2

1

Jan.

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.15

2021

開館時間 9:00〜22:00

(受付時間 9:00〜21:00)

Peatix

【チケット販売期間】
2021年12月16日（木）9:00〜
2022年1月14日（金）21:00
● オンラインチケット購入Peatix

https://sakurakomori.peatix.com
● さくらプラザ窓口販売

〒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

戸塚区総合庁舎 4F

2021.12.10 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 2021 年 11 月 25 日
時点での情報です

秋山 有子

川田 将人

菊地 美涼

今月の花：蝋梅（ロウバイ） 花言葉「慈しみ」

