

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。

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの



4F ホール

主催・共催公演 チケット発売情報

4F リハーサル室

まつざき 幸介 新曲発売記念コンサート

2/10(木)①13:30開演 ②17:30開演

日本クラウン まつざき 幸介 令和4年2月 新曲発表記念コンサート。
【出演】まつざき 幸介、小田 純平
お問合せ 横濱歌會
080-1152-6721

さくらプラザアートマネジメント講座XIII

ポストコロナ時代の公共ホールを考えるシンポジウム

『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〜』

2/5(土)14:00〜15:40(13:30受付開始)

【登壇者】西 智弘、森 祐美子、鬼木 和浩、小川 智紀
お問合せ さくらプラザ
045-866-2501

第2回 ひよどり声楽コンサート

オペラ映画「エフゲニー・オネーギン」特別上映会
2/18(金)①11:00開演 ②14:00開演 ※各回30分前開場

全席自由
各回
前売 2,500円
当日 2,900円

チャイコフスキー作曲の名作オペラを巨匠ショルティ指揮の名演と、
ロシア・ロケの美しい映像で完全映画化した作品を上映！
お問合せ
楽画会（がくがかい） 03-3498-2508

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

全席指定
一般 2,500円
学生 1,500円

「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…
2/25(金)19:30開演(19:00開場) 休憩なし・約80分

西 智弘

森 祐美子

鬼木 和浩

小川 智紀

うたごえ広場・戸塚クラス
2/23(水・祝)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・歌唱指導有。
【出演】田原 真理子（Pf）、高津 有里（Sop）
【曲目】① 早春賦、ぼだい樹 等 約8曲
② なごり雪、卒業写真 等 約8曲
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 約26名
一般 1,000円
新規 1,000円
要事前申込

大山 大輔

先行電話予約

1月18日(火)
全席指定 1,500円
14:00〜
会場：さくらプラザ・ホール
チケット発売日
1月19日(水)
出演：水谷 有南(Sop) 、塚本 梨月(Pf)
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

さくらプラザ特待生コンサート

ソプラノ 宮地 江奈さんをお迎えして

3月5日(土)14:00開演
（13:30開場）

先行電話予約

2月11日(金・祝 )
全席指定 入場無料 ※要事前申込
14:00〜
会場：さくらプラザ・ホール
出演：さくらプラザ特待生(次代を担う若きアーティスト達)
司会・特別演奏：宮地 江奈(ソプラノ)

横浜[出前]美術館
2/26(土)14:30開演 (14:00開場)

春風亭小朝独演会
4月23日(土)13:30開演（13:00開場）

全席自由
学芸員によるレクチャー。
入場無料
【出演】内山 淳子 主任学芸員
要事前申込
【内容】鏑木 清方の春夏秋冬 〜心遊ばせた夏の横浜〜
お問合せ 横浜美術館
（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団） 045-221-0300 (八柳)

窓口販売
2月16日（水）
9:30発売開始

全席指定 3,800円
会場：さくらプラザ・ホール
出演：春風亭小朝
主催：有限会社 春々堂

共催
窓口販売のみ

※発売初日は、
さくらプラザリハーサル室での販売

3F ギャラリー

入場
無料

2022

※表記が無い場合は無料で入場いただけます。

©Wataru Nishida

MARCHE! vol.2 北鎌倉女子学園34期によるコンサート
2/26(土)14:00開演(13:30開場)
ひちりき

歌・ヴァイオリン・ピアノ・篳篥を使ったクラシックコンサート。
【出演】大網 かおり、小川 恵、鈴木 絵理 他
【曲目】私を泣かせてください、
ツィゴイネルワイゼン、平調調子
お問合せ
北鎌倉女子学園34期 080-3918-0385（籾山）

イコット映画会
2/27(日)13:30開演(13:00開場)

映画「グリンチ」を上映。川柳コンテスト 模擬選挙も同時開催。
お問合せ
戸塚区明るい選挙推進協議会(区役所統計選挙係内)
045-866-8315

小音楽会

他

全席自由
一般 2,500円
学生(高校生まで)
1,500円
未就学児入場可
(膝上鑑賞無料)

全席自由
入場無料
要事前申込

お問合せ

2/27(日)18:30開演(18:20開場)

ピアノ発表会。
お問合せ むらかみピアノ教室
042-705-9315(重松)

卒業演奏会 〜ピアノ・声楽演奏及び作品発表〜

2/28(月)16:30開演(16:00開場)

〜心揺るがすオペラの名曲〜

3月18日(金)14:00開演
（13:30開場）休憩なし・約60分

©yoshinobu fukaya

全席自由
入場無料

オペラ好きメンバーによる声楽コンサート。
【出演】勝山 令子、湯川 啓、秋元 達哉 他
【曲目】日本歌曲：ねむの花、オペラアリア：ママも知るとおり、
花から花へ 他
お問合せ ひよどり 080-4800-9593 (城近)

【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
お問合せ
さくらプラザ 045-866-2501

水谷 有南 ソプラノコンサート

水谷 有南

2/13(日)13:30開演(13:00開場)

※12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。

名曲サロン シリーズVol.31

全席自由
参加料無料
定員20名
先着予約順

©Saygo Hioki

全席指定
各回
4,000円

※各回30分前開場

2 月の休館日：8 日 ( 火 )、9 日 ( 水 )

横浜国立大学教育学部音楽専門領域の学生による卒業演奏会。
【出演】今年度 横浜国大音楽専攻卒業生
【曲目】ショパン：バラード第1番、
シューマン：はすの花 他
お問合せ 横浜国立大学教育学部音楽教育講座
045-339-3471

全席自由
入場無料

全席自由
入場無料
要整理券

彩ゆう会・蓮彩会 水彩画展2022
2/15(火)〜2/21(月)10:00〜16:30(初日14:00〜／最終日〜15:30)
横山 貴裕が指導する水彩画展。風景、花、静物、人物など約80点。
お問合せ 彩ゆう会
080-3402-0677 (阿部)

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

水彩

スペシャルコンサート!!

戸塚ものづくり自慢展 消費生活展
2/25(金)〜2/26(土)10:00〜16:00

悪質商法の未然防止や食品ロス削減等、消費生活推進員の活動紹介。
お問合せ 戸塚区役所 地域振興課
045-866-8413 (中小企業振興担当)

その他

Photo series from SAKURA PLAZA…

《プロジェクターがリニューアル！》
2020 年秋、リハーサル室・練習室の貸出用プロ
ジェクターが、EPSON 製「ビジネスプロジェク
ター EB-X06」に新しくなりました。明るさが元
機種の 2,600lm( ルーメン／「光の明るさの量」
を表す単位 ) から 3,600lm にアップしたため明
るい部屋でも鮮やかに投影ができ、難しい操作
をしなくても簡単に台形補正 ( 歪みを正すこと )
ができるのがポイント！特にその明るさは、電
気を点けたまま使用しても良い程の明るさです。
こちらの利用料金は 100 型の移動式スクリーン
とセットで 2,000 円。先着順・事前予約可能で
すのでご興味がある方はお問い合わせください♪

（文・写真：桑田 春花）

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。

松村 優吾 presents
歌あり！笑いあり！トークあり！

2/12 土

2/10 木
2/11 金
2/12 土
祝

13:00 ～17:00
ギャラリー

10:00 ～17:00
ホール

14:00 ～16:00
ギャラリー

10:00 ～16:00

も開催！

マルシェ

11:00 ～14:00

11:00 開演

練習室 4( 顔ヨガ ワークショップ )

(10:30 開場)

春の芸術祭 HP へ

休憩なし ・ 約 45 分

①10:00 ～ 10:45
②13:00 ～ 13:45

※通信料が発生します

※要事前申込

ホール
ピアノから民 族
音楽まで、様々
なジャンル の 音
楽をお楽しみい
ただけます！

ギャラリー
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。

さくらプラザ

練習室 4

マルシェ
（上）電気をつけたままの練習室3
（下）すべて消した状態

ギャラリー

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！

顔ヨガ
ワークショップ

※要事前申込

マスク生活で表情筋が
弱っていませんか？顔ヨ
ガで素敵な笑顔を！

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
さくらプラザアートマネジメント講座XIII

ポストコロナ時代の公共ホールを考えるシンポジウム

西 智弘

森 祐美子

鬼木 和浩

小川 智紀

『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〜』

月間スケジュール 2022 年 2 月号

2月5日(土) 14:00〜15:40(13:30受付開始)

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
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

フードL.O：20:30

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

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

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

シリーズ

全席指定

大人(中学生以上) 1,000円
子ども(0歳から小学生) 500円
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
出演：Bambini（バンビーニ）
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：うれしいひなまつり、
ヴィヴァルディ：
「四季」
より”春” 第1楽章 他

コンセール・アミティエ

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

完売御礼

広告募集中
詳しくはさくらプラザまで

社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーLIVE 2022

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。

2 月の抽選申込月：2022 年 8 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

ホール
: ホール天井改修により利用停止
ギャラリー : 1日(月)、4日(木)〜7日(日)、9日(火)、10日(水)、16日(火)〜22日(月)

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

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 )
詳しくは Web で

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

3月26日(土) ①14:00開演 ②17:30開演

ドリンクL.O：21:00

学生の皆様へ
お知らせです！

※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

≪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
窓口販売のみ

©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

©yoshinobu fukaya

©yoshinobu fukaya
長島 由佳

【配信期間】
好評配信中 〜 2022 年 1月16日(日)21:00
『こうもり前夜』: 無料 ※詳細は「Peatix」をご覧ください。
『こうもり』本編 : 視聴チケット500 円 ( 電話予約不可 )

無料

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）

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)

(受付時間 9:00〜21:00)

有料

※コンビニ/ＡＴＭでのお申込みは
販売期限の前日までとなります。

● 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

「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…
※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。

開館時間 9:00〜22:00

※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。 「こうもり前夜」 「こうもり」本編
「YouTube」
「Peatix」
※
『こうもり前夜』も同一の配信期間です。
【こうもり本編 視聴チケット販売中】
出演：高野 百合絵（ロザリンデ）
〜2022年1月14日（金）21:00

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

全席指定 一般 2,500円／学生 1,500円

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』

2 月の注目公演

2月25日(金)19:30開演(19:00開場) 休憩なし・約80分

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

Feb.

営業時間：10:00〜22:00

「ショパンを巡る旅 2018-2020」
《全15回》最終回

2

©Wataru Nishida

戸塚区総合庁舎 4F

2022.1.10 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 12 月 25 日
時点での情報です

今月の花：梅

花言葉「高潔」

©Yoichiro Nishimura

