

さくらプラザ窓口で、
チケット購入が可能なもの



4F リハーサル室

3F ギャラリー

本番利用も可能なリハーサル室。
ピアノ、歌の発表会などにも利用いただいております。
セミコンサートピアノ、音響ワゴン等も揃っています。

平林 由衣

※各回15分前開場、休憩なし・約30分。各回 定員50名予定。

岸井 晶子

技能展−神奈川の名工展・神技連技能士作品まつり−
12/23(金)〜12/25(日)10:00〜17:00(最終日〜16:00)

①名曲コース ②ポピュラーコース ゲスト出演(二期会会員)独唱あり。
全席自由 一般 各回 1,500円／一般 2コース 2,000円／新規 2コース 1,000円
各回 定員26名・入替制 要事前申込
【出演】田原 真理子(Pf)、藤崎 純子(Sop)
【曲目】① 荒野の果てに、
もろ人こぞりて 他 ② 赤鼻のトナカイ、
ジングルベル 他
お問合せ
うたごえ広場 戸塚会場 0466-50-1864 (田原)

12/26(月)・27(火) 各日13:30〜16:30

お問合せ

好評発売中

2023

手作り作品を販売！

神奈川県技能士会連合会

ゆうや

「# 戸塚に映画館を」をキャッチフレーズに活動をしているシネマトトツカ代表の
夏井さん。映画や映像を通じて戸塚の文化振興を目指す夏井さんに、これまで
の経験や、コロナ禍を経たこれからの展望についてお伺いしました。

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。
❀ 会場は全て「さくらプラザ・リハーサル室」です。

髙橋 龍之介 サクソフォン コンサート

完売御礼

〜サクソフォンとピアノが織りなす名曲〜
髙橋 龍之介

柳川 瑞季

夏井 祐矢さん

045-633-5417

名曲サロン シリーズ Vol.34

11月14日(月) ①11:30開演 ②14:30開演

※各回30分前開場、休憩なし・約45分。各回 定員50名予定。

全席自由 各回 1,000円
出演：髙橋 龍之介(Sax)、柳川 瑞季(Pf)
後援：横浜アーツフェスティバル実行委員会
コンセール・アミティエ

第48回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜

吉府 充希子

殿岡 芽依

北村 真紀子

11月22日(火) ①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場
全席自由 各回 1,000円
出演：吉府 充希子(Sop)、殿岡 芽依(Fg)、北村 真紀子(Pf)
主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

共催
窓口販売のみ

残席僅少

らららん♪ドレミシリーズ Vol.19

0歳からのコンサートデビュー♪

平林 由衣

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。
2023
2023
【ホール】2023年3月12日(日)
3/10 3/12
ホールの舞台で演奏を披露！
金
日
【ギャラリー】
2023年3月10日(金)・
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
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)

なつい

夏井 祐矢さん

技能士作品

同時開催：ものづくりマイスターが教える！ものづくり体験教室
12/24日(土)、25日(日) 各日10:00から先着順
内容：ものづくりマイスターによる子ども向けものづくり体験
会場：練習室4
料金：無料・先着順
対象：主に小中学生(園児は保護者が補助必須)及びその保護者

各日同内容

ダンスと音楽の要素を取り入れた子ども向け身体表現ワークショップ。
受講料：無料・要申込 各日 定員10名
対象：小学4年生〜18歳くらいまで
【講師】萩原 広充(ドラマー・パーカッショニスト)
佐藤 深雪(ダンサー・コレオグラファー)
萩原 広充
佐藤 深雪
※詳細はHP、またはさくらプラザまで
お問合せ
さくらプラザ 045-866-2501

シネマトトツカ

神奈川の卓越技能者と技能士会連合会所属の技能士による作品展示。

こどものための芸術の学校

ダンス＆ボディーパーカッションワークショップ

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 30 回目はシネマトトツカ代表の夏井祐矢さんにインタビューを行いました。
※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。

コロナ禍活動制限ありますが健康で楽しく写真を撮り続けている。
お問合せ ほのぼのカメラ会
090-1614-6781(矢ヶ崎)

岡田 直樹

うたごえ広場戸塚〜クリスマスの会 皆様で歌いましょう！
12/17(土)①10:00開演 ②11:00開演 ※各回10分前開場

春の
芸術祭

書道

「フォトクラブ悠友」と「ほのぼのカメラ会」合同写真展
12/6(火)〜12/12(月)10:00〜17:00
(初日13:00〜/最終日〜16:00)
写真

0歳からのコンサートデビュー♪

※各日 15分前開場、休憩あり・約3時間

第30回

サロン所属約50名による仮名・漢字・調和体等の創作作品の
書道展。
お問合せ 新書芸サロン
0465-34-6352(杉山)

らららん♪ドレミシリーズ Vol.19

親子で気軽にクラシックを楽しむひととき。
全席自由 各回 500円(0歳から有料)
【出演】平林 由衣(Pf) 、岸井 晶子(Vn)、岡田 直樹(Per)
【曲目】クリスマスメドレー、映画「となりのトトロ」より さんぽ
映画「アラジン」より ホール・ニュー・ワールド 他
お問合せ
さくらプラザ 045-866-2501

さくらプラザwebインタビューコーナー

※表記が無い場合は無料で入場いただけます。

新書芸サロン書作展
11/29(火)〜12/3(土)10:00〜17:00
(初日13:00〜/最終日〜16:00)

サックス・ピアノ・打楽器で彩る珠玉の映画音楽の世界。
全席自由 一般 3,000円
【出演】海老原 恭平、田村 拓也、海老原 あかり
お問合せ
シネマミュージックコンサート実行委員 090-4910-3145
ebichan20@gmail.com

12/16(金) ①10:30開演 ②11:45開演

月の休館日：13 日(火)、29 日(木) 〜 2023 年 1 月 3 日(火) 17 時閉館日：28 日(水)

可動壁で様々なレイアウトが可能です。
天井が高く広々とご利用いただけます。
絵画や写真工芸などの多彩な展示が開かれています。

シネマミュージックコンサート
12/10(土)18:50開演(18:30開場)

〜ピアノとヴァイオリンと打楽器で贈るクリスマスコンサート〜

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。12

↗



〜ピアノとヴァイオリンと打楽器で贈るクリスマスコンサート〜

12月16日(金) ①10:30開演 ②11:45開演

※各回15分前開場、休憩なし・約30分。各回 定員50名予定。
岸井 晶子

岡田 直樹

全席自由 各回 500円(0歳から有料)
出演：平林 由衣(Pf) 、岸井 晶子(Vn)、岡田 直樹(Per)

こどものための芸術の学校

ダンス＆ボディーパーカッションワークショップ

12月26日(月)・27日(火) 各日13:30〜16:30
萩原 広充

佐藤 深雪

※各日 15分前開場、休憩あり・約3時間

各日同内容

受講料：無料・要申込 各日 定員10名
対象：小学4年生〜18歳くらいまで
講師：萩原 広充(ドラマー・パーカッショニスト)
佐藤 深雪(ダンサー・コレオグラファー)

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。

申込受付期間
10月31日(月)
〜
11月30日(水)
必着

詳細記事は
こちらから

シネマトトツカが開催する映画の上映会の様子

Photo series from SAKURA PLAZA…

《さくらプラザ 春の芸術祭 2022 特別展示
「さくらプラザを知ろう」最終回》

2 月 10 日〜2 月 12 日に開催しました「さくらプラザ 春の芸術祭 2022」内で展
示した、
「さくらプラザを知ろう」
という施設紹介パネルの最終回です。
最後にご紹介するパネルは、
「その他センターの設置の目的を達成するために
必要な事業」
についてです。
区民文化センターの設置目的は「地域に根差した個性ある文化の創造に寄与
する」ことです。
この目的達成の取り組みの一つとして、文化・芸術の新たな
担い手を支援する「とつか未来創造プロジェクト」があります。
このプロジェク
トには、
次世代のアーティストを支援する
「さくらプラザ特待生」
や、
無料のワー
クショップ「こどものための芸術の学校」などがあり、次代を担う子どもたち
に、芸術に触れる機会を創出する取り組みを行っています。
同時に、地域の新
たなネットワークを創出する「地域連携プロジェクト」
も推進しています。
今後も「地域の皆様と一緒に戸塚
を活性化」できるよう、さくらプラザは色々な活動に
取り組んで参ります！ （文：勝間田 努）

主催・共催公演 チケット発売情報
コンセール・アミティエ

共催

※10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。

広告

窓口販売のみ

窓口販売
11月24日(木)
9:00〜
2023年1月24日(火) ①10:45開演 ②14:15開演 ※各回15分前開場
11月22日(火)
全席自由 各回 1,000円
第48回音楽サロン
plusの会場にて
会場：さくらプラザ・リハーサル室
先行販売
出演：吉府 充希子(Sop)、田中 麻里(アイリッシュ・ハープ)
(来場者限定)

第49回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜

吉府 充希子

田中 麻里

主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

木村大×小松亮太

共催

窓口販売のみ

二人のヴィルトゥオーゾが織りなす情熱と哀愁の競演
2023年2月12日(日)14:00開演(13:30開場)
全席指定 一般 4,300円／横浜市民チケット 3,500円／学生 1,000円
※横浜市民チケット、学生券はさくらプラザ窓口のみ販売
※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 ※1F席より販売

会場：さくらプラザ・ホール
出演：木村 大(Gt)、小松 亮太(Bn)
主催：木村音楽事務所・東京音協

中山 美紀

新田 壮人

上羽 剛史

濱田 芳通

12月10日(土)
9:00〜
窓口販売開始

https://t-onkyo.co.jp/

春の芸術祭2023関連事業
名曲サロン シリーズ Vol.35 ホール特別公演
古楽を愉しむ 〜天正遣欧少年使節の聴いた南蛮音楽〜
2023年2月18日(土)14:00開演(13:30開場) ※休憩あり・約90分 先行電話予約
全席指定 一般 2,500円／横浜市民 2,000円／学生 1,000円 11月19日(土)
14:00〜
※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。

会場：さくらプラザ・ホール
出演：中山 美紀(Sop)、
新田 壮人(C・Ten)、
上羽 剛史(Cemb)、
濱田 芳通(Rec)

ホット＆ハートフル サロンコンサート

共催

窓口販売のみ

〜映画の中の音楽〜
12月20日(火)
2023年2月26日(日)14:00開演(13:30開場)
9:00〜
全席自由 1,500円
窓口販売開始
会場：さくらプラザ・リハーサル室
出演：戸塚区演奏家協会メンバー（ピアノソロ、オーボエ、声楽）
主催：戸塚区演奏家協会 090-5395-7033

コンセール・アミティエ

共催

窓口販売のみ

第50回 音楽サロン plus 〜心で聴き、心で歌う〜 50回記念Special
2023年3月28日(火)14:00開演(13:15開場)

吉府 充希子

髙木 凛々子

横山 美里

窓口販売

(静かに聴ける
2023年1月7日(土)
全席指定 一般 2,000円／高校生以下 1,000円 5歳以上のお子様)
9:00〜
※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。
11月22日(火)

第48回音楽サロン
会場：さくらプラザ・ホール
出演：吉府 充希子(Sop)、
髙木 凜々子
（Vn）
、
横山 美里
（Pf） plusの会場にて
先行販売
(来場者限定)
主催：コンセール・アミティエ 080-1191-7703

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)

《第 7 回 工事と電気》

建設の現場ではとにかく沢山の電気を使います。
仮設の照明や資材運搬用のエレ
ベーター、
工具類や溶接など。
一からビルなどを建てる場合、
電力会社に仮設電源
施設のための申請をしなければなりません。
そのためには事前の調査、
図面作成、
申し込み書類の作成、
申請が通ってからは施設工事と安全検査。
と、
やることが
いっぱい……のはずですが、
当会館は工事に必要な三相三線
（※）
400A という高電圧の電源設備が、
なんと工事箇所である天井のす
ぐ側に最初からあるのです。
それは舞台の吊り物機構の主幹電源
です。
( 写真右 ) ここから同じ部屋に仮設された電力量計と漏電遮
断器 ( 写真左下 ) を通って、
舞台上の分電盤 ( 写真右下 ) で分岐さ
れ工事に必要な箇所にそれぞれ送られます。
普段から一般家庭よ
り高電流の機材を扱う我々舞台スタッフも、
ブレーカーの 400A の
（※3 本の電線を使った配電方式）
数字には気が引き締まる思いです。
（文・写真：松浦行雄）

営業時間：10:00〜22:00

フードL.O：20:30

ドリンクL.O：21:00

戸塚区内の隠れたアートを
さくらプラザスタッフが動画で紹介。

学生の皆様へ
お知らせです！
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 2022 年 12 月号

12

Dec.

詳しくは Web で

Vol.5 九つ井 山の上ギャラリーのアート空間

←視聴はこちらから ※通信料が発生します。

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。

12 月の抽選申込月：2023 年 6 月利用 ( ホール・ギャラリー )
抽選申込できない日

ホール
: 6月13日(火)、6月16日(金)〜18日(日)、6月24日(土)
ギャラリー : 6月13日(火)

12 月の注目イベント
らららん♪ドレミ シリーズ Vol.19

0 歳からのコンサートデビュー♪
〜ピアノとヴァイオリンと打楽器で贈る
クリスマスコンサート〜

12 月16 日( 金 )

①10:30 開演 ②11:45 開演

※各回 15 分前開場、休憩なし・約 30 分。各回 定員 50 名予定。
※詳細は中面をご覧ください。

≪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2月3日(金)

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

平林 由衣(Pf)

開館時間 9:00〜22:00
(受付時間 9:00〜21:00)

〒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
https://totsuka.hall-info.jp
2022.11.10 発行
info@totsuka.hall-info.jp

戸塚区民文化センターさくらプラザ

休館日：原則毎月第 2 火曜日、年末年始

※この掲載内容は 2022 年 10 月 25 日
時点での情報です

岸井 晶子(Vn)

岡田 直樹(Per)

