
〒244-0003
戸塚区戸塚町16-17戸塚区総合庁舎内4F
TEL:045-866-2501　FAX:045-866-2502
http://www.totsuka.hall-info.jp

JR・横浜市営地下鉄「戸塚」駅西口徒歩2分
駐車場（有料）
※駐車台数に限りがございます。公共の交通機関をご利用ください。

ギャラリー：3F
ホール・リハーサル室・練習室・ステンドグラス前：4F

　ス
テンドグラス前

主催：戸塚区民文化センターさくらプラザ（指定管理者　アートプレックス戸塚株式会社／運営　株式会社共立）

2016 年

2月11日・12日
ギャラリー 11日 (木・祝) 10:00～17:00

12日 (金) 10:00～16:00
11日 (木・祝) 13:30～15:15
       (開場 13:00)

ホール
and more!

入場
無料

聴く？

木祝 金

ほか

ハワイアン音楽に癒されながら、心も身体もリフレッシュできる体験会です。初めて
フラを体験される方にもその魅力を存分に味わっていただけるかと思います。小学生
のお子様から60 代 70 代まで幅広い世代の方々が楽しめる内容となっておりますの
で、お気軽にご参加ください！

◆事前予約は【ハマヤ楽器西口センター】まで
　TEL:045-864-3330　受付時間 :10 時～18 時　日祭日定休
　　　　　　　　　　　※曜日によって営業時間が異なる場合がございます。
　☆予約で定員に達した場合は、当日体験いただけない場合がございます。

小林れい子フラ舞踏塾　インストラクター
薄 有子 (うすき ゆうこ)　He Aloha Pu'uwai Yuko
Piha Pu'wai Aloha Hula Studio( 現舞踏塾 )インストラクター養成ク
ラスを経て、当ハラウのクムであるマウイ島の重鎮、アンティ・ドー
ル・アリカヨスよりハワイアンネーム『He Aloha Pu'uwai』を襲名す
る。現在はインストラクターとしての指導のほか、各イベント出演、
衣装のプロデュースなどをしている。

フラ体験会

①14:45 ～ 15:30 ②15:45 ～ 16:30 
　　　　　　　　　　　※各回 45分程度

30 名

…時間

協力 :

協力 :

…定員

初めての方も、昔弾いたことがある方も、ご一緒に奏でてみませんか。
楽器の楽しさを実感できます。ヤマハの講師による演奏と初めの一歩を
体験しましょう！

有隣堂戸塚ミュージックサロン
ウクレレ・ギター 楽器体験会

①12:30 ～ 13:00 ②13:30 ～ 14:00 
　　　　　　　　　　　※各回 30分程度

講師

(財 ) ヤマハ音楽振興会認定講師・神奈川ギター協会委員
多治川 純一 (たじかわ じゅんいち)　
15 歳よりエレキギターを始め、19 歳よりクラシックギターを大橋俊和に師事。
福田進一・S.グロンドーナ・T.ケイン各氏のマスタークラスを受講。ギターカルテッ
ト/クアトロ・パロスメンバーとして昨年５月に1st アルバム『¡Leva!』をリリース。
多治川ギタースクール横浜磯子教室、神奈川大学ギターアンサンブル部、ヤマハ
音楽教室に於いて後進の指導にあたっている。

講師

戸塚区の農家を中心とした生産者さんたちの直売コーナー。
旬の新鮮野菜や果物をはじめ、農産加工品、アイスクリーム
などを販売します。

◆出店者よりメッセージ
アイス工房メーリア：東戸塚にある牧場の絞りたての牛
乳で作ったパフェアイス。食べに来てね。
石井 松寿さん・上村 恵次さん：主に露地野菜を栽培
しています。軟弱野菜（ほうれん草・小松菜など）を販売
する予定です。

かねこふぁ～む：戸塚区「舞岡ふるさと村」にある果樹農家です。
かねこふぁ～むで「検索」してね。
横濱アイス工房：毎朝牧場から運ばれる、搾りたてのフレッシュな
牛乳で造られたアイスは絶品！新鮮な牛乳の風味は、コクがありサッ
パリとした後口です。

さくらプラザ　　　　　マルシェ
11:00 ～ 14:00 　※売切れ次第終了

地 産 地 消
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※出演順・曲目は予告なく変更する場合がございます。

※展示・販売内容は予告なく変更する場合がございます。

※各開演時間の 5分前開場となります。

※全席自由席・
　入退場自由

13:00 ～ 13:30
開場

13:30 ～14:00
さくらプラザ
サポートアーティスト
大澤 理菜子 (ヴァイオリン )

増山 頌子 (チェロ )

14:00 ～14:15
嶌田 そよか (ピアノソロ )

14:15 ～14:30
戸塚区演奏家協会
(ピアノ、ヴァイオリン、チェロ )

14:30 ～14:45
アンサンブル gmt
(ガンバ、ゴシックハープ )

14:45 ～15:00
ブリティッシュブラス
ラヴィアンローズ(金管楽器)

15:00 ～15:15
ｖallote
(ヴァイオリン、コントラバス )

4才よりピアノをはじめる。桐朋学園大学ピアノ科卒業。
第 25回厚木青少年音楽コンクール第1位。かながわ
音楽コンクール入選。かつしか FM出演。自身の企画
でさくらプラザや小学校にて「オペラ紙芝居」を開催
するなど、演奏活動も積極的に行っている。

しらてぃーのオペラ紙芝居「カルメン」

①10:30 ～ 11:00 ②12:00 ～ 12:30 
　　　　　　　　　　　　※各回 25 分程度

20 名

2 月 11 日 ( 木・祝 )13:30 ～ 15:15 350名  *1 階席のみ

…時間 …定員…時間 …定員

デコパージュは舞岡地区センターと東戸塚の
秋葉コミュニティハウスで、ワンストロークペ
インティングは自宅で教室を開いています。
ワンストロークは下絵を描かずに気分で描く
ので、すぐにひとつの作品が出来上がると、
皆さん喜んでいらっしゃいます。

F.クライスラー：美しきロスマリン・愛の喜び　ほか 全 4曲 【展示】デコパージュ、ワンストロークペインティング作品
【販売】立体ミニ額、ガラス製品小物、ティッシュBOXなど

【展示】水彩画 ( 風景 )、スケッチポイントの紹介

【展示】水彩画 ( 風景 )

【展示】焼成ガラスアクセサリー
【販売】焼成ガラスのネックレス・ブローチなど手作り作品

【展示】手芸品 ( 刺繍、アクセサリー、布小物 )、活動紹介写真

【展示】水彩風景画

「第1回 さくらプラザ 弦楽アンサンブルオーディション」
にて優秀賞受賞。
東京藝術大学音楽学部在学中 ( 大澤 )／桐朋学園大学
音楽学部チェロ専攻研究科在籍中 (増山 )

ブラームス：4つの小品 op.119

2014 年第 30 回かながわ音楽コンクール 中学校の部最優秀賞お
よび大賞。神奈川フィルハーモニーと協奏曲を協演。2015 年鎌
倉学生音楽コンクール第 2位。北鎌倉女子学園中学 3年在学中。

戸塚ゆかりのプロのクラシック演奏家団体。ホール
に留まらず、高齢者施設や小学校等における出張コ
ンサートにも力を入れています。25周年の今年 9/4
(日 ) に戸塚の民話” まさかりが淵” に着想を得た
新作オペラをさくらプラザホールで初演します。

2013年に始動した古楽器(リコーダー、ヴィオラ・ダ・
ガンバ、チェンバロ／ハープ )と歌の4名によるグルー
プ。毎回国やテーマを決めて、古楽器の柔らかい
響き・美しい調べをお届けしています。

英国式金管バンドとして主に戸塚区内で活動。2/13( 土 )
14:00よりさくらプラザホールにて、バレンタインコンサー
ト( 入場無料 )を開催します。邦楽・洋楽の恋愛にまつわ
るプログラムでお待ちしております。

イングランド民謡：グリーンスリーブス　ほか 全 3曲

カーペンターズ：青春の輝き　ほか 全 2曲

vallote：思い出になる前に　ほか 

ベートーヴェン：ピアノ・トリオ 第 7番 変ロ長調 作品 97「大公」第1楽章

じーえむてぃー

ヴァロテ

すぴか

しまだ

おおさわ りなこ ましやま しょうこ

こうようさいかい

こうようさいかい

こうようさいかい

こ み

こうようさいかい

①蘇州夜曲、男はつらいよ　ほか
②ムーン・リバー、
　愛のテーマ(「ニュー・シネマ・パラダイス」より)　ほか

華麗なメロディラインとポップなサウンド。クラシックを身
近に感じて頂く為に、『上質なポップクラシック』を奏でる。
上大岡・川崎・桜木町を拠点に活動中。港南区を主な拠
点としていて、『上大岡京急百貨店18周年イベント』や『港
南区民活動センター』の PR 映像にも楽曲が使用される。

戸塚区総合庁舎 多目的スペースで毎月第1・
3木曜 午後1:00 ～ 3:30までいろいろ学んで
います。また、スケッチにも月1～2回出掛
けています。

アートクルール

大澤 理菜子 (ヴァイオリン )／増山 頌子 (チェロ )

③
日帰りスケッチ会 (月に 1～ 2回 ) ／戸塚区の公募
展 (10月 )・栄区の公募展 (10月・2月 ) に出品／
恒陽彩会グループ合同展 (2016 年 7月予定 ) ／商
店街のイベントにボランティア参加 (2015 年 11月
栄区アートdeつながるショップ・ショップ・ショップ )

恒陽彩会 スケッチ部

【展示】水彩スケッチ風景画

④
戸塚・栄区など近隣の風景スケッチ実施／
戸塚ふれあい文化祭に毎年参加／毎月第1・
3水曜日午後 戸塚区総合庁舎 多目的スペー
ス小・中にて勉強中

恒陽彩会 虹の会

⑤
毎月第1・3木曜日の午前中 (9:30より)
水彩画を楽しく学んでいます。

恒陽彩会 舞岡パレット

⑥
戸塚区を中心にサークルとして地区センター ( 踊場ほか )、男女共同参画
センター等で製作・イベントに参加・展示・販売・体験講習等を長年に
渡り行なっています。

ガラスアートアクセサリーの会

⑦
月1回手芸好きが集まって作ったものをバザー
や区民まつりで販売し、その収益でカンボジ
アの子どもを支援しています。これまでに文房
具、鍵盤ハーモニカ、Yシャツなどを送付した
り、奨学金資金への寄付をしました。日本で
は余りがちな物もカンボジアでは宝物のように
喜ばれ、私たちの活動の糧となっています。

タマリンド

【展示】モノタイプ、油彩画

【展示】掛鏡、掛時計、花のレリーフ、木彫り人形、盆、ハガキ額、文箱など

⑧⑨
日頃、地下鉄ブルーライン駅のホームギャラリー
(関内・上大岡・蒔田駅など )で、縦 100cm×
横 70cmのモノタイプなどを展示しています。

わくわくアート

⑩
戸塚文化協会に約 30 年所属。春の文化祭・秋のふれあい文化祭に作品
展示をし、区民との文化交流をしています。

戸塚木の実会・あやめ会

恒陽彩会 戸塚パレット

2 月11日 (木・祝) 10:00 ～17:00
2 月12日 (金 ) 10:00 ～16:00

嶌田 そよか (ピアノソロ )

戸塚区演奏家協会
東郷 まどか (ピアノ )、山田 実紀子 (ヴァイオリン )、久武 麻子 (チェロ )

アンサンブル gmt ( ガンバ、ゴシックハープ )

ブリティッシュブラス ラヴィアンローズ (金管楽器)

spica ライブ

①11:00 ～ 11:30 ②12:30 ～ 13:00 
　　　　　　　　　※各回 25 分程度

15 名

日本口笛奏者連盟会長高橋一眞氏に師事。イベン
ト出演、ライブバーでの演奏多数。さくらプラザで
は「エレナの口笛講座」「オープンデー」等に出演。

戸塚区原宿にあるミュージアムより、1932 年に製
造された世界に 350 台しかないイギリス EMG 社の
卓上型 EMG マークⅨが登場！
懐かしの歌謡曲からジャズ、ロックまで往年の名曲
をカタログからリクエストいただけます。
■ホームページ　http://emgmark7.com/涙そうそう、津軽海峡冬景色、Let it go　ほか

横浜を中心に活動している、ヴォーカル今井
麻里、ギター高橋洋介、パーカッション萩
原広充によって結成されたアコースティック
3ピースバンド。

口笛奏者エレナの「懐かしの映画音楽」

①11:30 ～ 12:00 [ 邦画編 ]
②13:00 ～ 13:30 [ 洋画編 ]  ※各回 25 分程度

20 名

横浜蓄音機ミュージアム

 ①11:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 16:00

ｖallote (ヴァイオリン、コントラバス )

4F

4F

3F

今井 麻里白川 優希 (しらてぃー )

萩原 広充

高橋 洋介 エレナ

東郷 まどか

大澤 理菜子 増山 頌子

なかやま はるみ

千木良 縁 長原 真記子

矢野 薫

山田 実紀子 久武 麻子


