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営業時間：8:40～21:00

さくらプラザ主催公演 ご予約・お問合せ
TEL : 045-866-2501

〒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)

http://www.totsuka.hall-info.jp
info@totsuka.hall-info.jp

月間スケジュール 2017年 3月号 3
Mar.

3 月の注目公演
■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

休館日：毎月第2火曜日

▶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
3 月の抽選申込月：2017 年 9月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：2日（土）18:00 ～ 22:00、3 日（日）9:00 ～ 17:00、
　　　　　　8日（金）～ 10 日（日）、12 日（火）、22 日（金）18:00 ～ 22:00、
　　　　　　23 日、24 日（日）9:00 ～ 17:00、29 日（金）
ギャラリー：12 日（火）～ 25 日（月）

❀ 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。

©Wataru Nishida

若林 顕セルフプロデュース 
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 全32曲 Vol.18
3月17日(金) 20：00開演
全席指定　前売 2,000 円／当日 1,500円／学生 1,000円
会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

JAZZ  NIGHT
with Grace Mahya & 渡辺裕之
3月24日(金) 19:00開演
全席指定　  一般       　    3,000円
　   　　       ペアチケット 5,000円（   　  　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：Grace Mahya （Vo、Pf)、渡辺裕之（Ds)、楠井五月（B)

さくらプラザのみ取扱い
2枚同時購入時のみ

名曲サロンVol.7　
チェロが奏でる春の訪れ
4月20日(木)
[第1回]11:30開演　[第2回]14:30開演 
全席自由　500円
定員：各回 70 名
会場：さくらプラザ リハーサル室
出演： 増山 頌子 (Vc)、秋元 孝介 (Pf)

市原 愛 ソプラノ・リサイタル～歌の翼に～

4月29日(土・祝)14:00開演 
全席指定　一般 3,000円／ペアチケット 5,000円（　     　    ）
会場：さくらプラザ ホール
出演： 市原 愛 (Sop)、丸山 滋 (Pf)

NAOTO アコースティック デュオ・コンサート
5月27日(土)14:00開演 
全席指定　一般 4,000円／一般ペアチケット 7,500円
　　　　　横浜市民 3,500円／横浜市民ペアチケット 6,500円
　　　　　EX(見切れ)席 2,000円 （    　　　　　　　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：NAOTO(Vn)、榊原 大 (Pf)

ペアチケット：2枚同時購入時のみ
横浜市民チケット・EX席：さくらプラザのみ取扱い

2月15日(水)14：00
 電話予約開始

2月11日(土)14：00
 電話予約開始

アンコール Vol.2

©Takayuki Yoshida

2 枚同時購入時のみ

子どものためのコンサート　ロバの音楽座『森のオト』
5月3日(水・祝)14:30開演 
全席指定　一般 1,700円／子ども1,300円(中学生以下)
会場：さくらプラザ ホール
出演： ロバの音楽座 3月15日(水)14：00

 電話予約開始

シーズンシート
3月12日(日)14：00
 電話予約開始

名曲サロンVol.8
フェリス・フラウエンコーア
～山手の丘から  歌の花束～
6月11日(日)14:00開演 
全席指定　一般 1,500円／学生1,000円
会場：さくらプラザ ホール
出演： フェリス・フラウエンコーア
　　　（フェリス女学院大学のミューズたちによる声楽アンサンブル）

3月18日(土)14：00
 電話予約開始

★ワークショップ同時開催★
12:40～13:20
参加費500円(対象：3歳以上、ホール公演のチケット購入必須）
定員：50 名
会場：さくらプラザ リハーサル室

若林 顕セルフプロデュース 
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 全32曲 Vol.19～21
第19回 5月12日(金) 
第20回 7月21日(金) 
第21回 9月29日(金) 
各回20：00開演
全席指定　前売 2,000 円／当日 1,500円／学生 1,000円
　　　　    シーズンシート(3公演セット券）4,000円（   　　　　　　）
会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

ラストシーズン

各公演単独券
3月13日(月)14：00
 電話予約開始

シーズンシート・学生券・当日券
さくらプラザのみ取扱い

(さくらプラザのみ取扱い)

©Wataru Nishida



4F　ホール
SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.3

全席自由
2,900円

一般社団法人ヴィア・ガレリア　045-961-0813

イタリア音楽の旅 第一回 トリオソナタの道
3/7(火) 14:30開演 (14:00開場)
躍動するイタリアバロック音楽を体感しよう！
【出演者】ヴィアッジョ ムジカーレ
【曲名】アルカンジェロ・コレルリ：コンチェルト ニ長調

入場自由

かざぐるま歌謡グループ　045-443-5203（松本）

かざぐるま歌謡グループ発表会
3/21(火) 10:30開演 (9:30開場)
かざぐるま歌謡グループ生徒及び講師の発表・手話グループ等の発表
【出演者】教室の生徒及び講師 他
【曲名】扉、北窓、津軽の春、北の出世船、雪月夜 他

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。

4F　リハーサル室

3F　ギャラリー 表記がない場合は無料で入場いただけます

写真クラブ「どんぐり」　090-3064-4522（三上）

写真クラブ「どんぐり」第19回写真展
3/15(水) ～3/20(月)  10:00～17:00 (初日13:30から／最終日16:00まで)
写真好きの仲間18名の第19回目の写真展

3 月の休館日：14日 ( 火 )

入場自由

舞岡中学校吹奏楽部　045-822-2722（顧問）

舞岡中学校吹奏楽部 第35回定期演奏会
3/19(日) 13:30開演 (13:15開場)
楽器演奏、パフォーマンス
【出演者】舞岡中学校吹奏楽部

とつかストリートライブ春フェス 楽器体験 みんなの音楽楽校Vol.2
3/11(土) 12:00～15:00
エレキギター、ドラム、サックスなどの初心者向けアドバイスが受けられます。
協力：ハマヤ楽器、有隣堂

参加無料

とつかストリートライブ運営委員会（戸塚区役所 地域振興課）　045-866-8416

お問合せ

お問合せ

お問合せ

お問合せ

お問合せ

社会福祉法人 横浜いのちの電話 春の映画会「ブルックリン」
3/8(水) ①11:00開演 ②14:30開演 ③18:30開演(各回開場30分前)
アイルランドから1人ＮＹへ。成長する彼女に訪れる運命の選択。

社会福祉法人 横浜いのちの電話　045-333-6163お問合せ

自由席
前売　1,000円
当日　1,200円

4F　ホール

入場自由

とつかストリートライブ運営委員会（戸塚区役所 地域振興課）　045-866-8416

とつかストリートライブ春フェス とつかソングコンテスト
3/11(土) 13:00 (12:30開場)
「とつか」をテーマにした楽曲をもつ全11組の個性豊かなアーティストが集合！
【審査員】横浜銀蝿  翔、サイプレス上野 他
お問合せ

自由席
2,500円

ポローニア交響楽団　045-825-0522（松村）

ポローニア交響楽団  第4回演奏会
3/12(日) 18:30開演 (18:00開場)

お問合せ

彩玄の会展（水彩、デッサン）
3/15(水) ～3/20(月)  10:00～18:00(初日14:00から／最終日16:00まで) 
水彩画、デッサンの展示。戸塚カルチャーの小林哲郎教室生徒展。

彩玄の会　090-4414-7019（小林）お問合せ

現代美術家協会 神奈川支部　090-3331-5415（及川）

神奈川現展早春展
3/7(火) ～3/13(月)  10:00～18:00 (初日13:00から／最終日16:00まで)
自由な発想で制作された作品を観て感じて頂ければ、幸いです。
お問合せ

桐朋学園出身者によるポローニア交響楽団（松村優吾指揮）演奏会
【出演者】ポローニア交響楽団、松村優吾（Cond)
【曲名】ロッシーニ：セビリアの理髪師序曲、ベートーヴェン：交響曲第7番 他

写真

水彩

油彩

ＴＯＭＯの会　水彩画展
3/22(水) ～3/27(月)  10:00～18:00(最終日15:00まで) 
水彩画約80点

知の会　045-864-3280（長谷川）お問合せ

水彩

彩ゆう会・永彩会　水彩画作品展2017
3/28(火) ～4/3(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで) 
横山貴裕講師が指導する風景・静物・花などの水彩画作品約90点

彩ゆう会・永彩会　080-3402-0677（阿部）お問合せ

水彩

全席指定
一般　2,000円
当日　1,500円
学生　1,000円

さくらプラザ　045-866-2501

若林顕セルフプロデュース
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 全32曲  Vol.18

3/17(金) 20:00開演 (19:30開場)
【曲名】ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調「悲愴」 Op.13 他
お問合せ

アンコール Vol.2

自由席
大人（中学生以上）

1,500円
親子ペア 1,500円
小人（小学生以下）

500円ShuShu Music（シュシュ ミュージック）　045-392-9276（森永）

シュシュと楽しもう♪歌とリトミックコンサート
3/26(日) 14:30開演 (14:00開場)
聴いて観て参加する0才から楽しめる親子コンサート。
【出演者】平出納子、向井育子
【曲名】オリジナル歌劇『OpenMyHeart』レイダース・マーチ 他
お問合せ

入場自由

横浜隼人中学・高等学校合唱部　045-364-5101（久保）

横浜隼人中学・高等学校合唱部 第7回定期演奏会
3/27(月) 18:00開演 (17:30開場)
クラシックからミュージカルまでバラエティに富んだ合唱演奏会
【出演者】横浜隼人中学・高等学校合唱部
【曲名】アヴェマリア、やわらかいいのち、夢から醒めた夢 他
お問合せ

入場自由

横浜市立戸塚中学校吹奏楽部　045-864-1531

横浜市立戸塚中学校吹奏楽部 第26回定期演奏会
3/29(水) 16:30開演 (16:00開場)
戸中サウンドをお届けします！
【曲名】喜歌劇「天国と地獄」、ウエストサイドストーリー 他
お問合せ

入場自由

神奈川県立上矢部高等学校　045-861-3500

神奈川県立上矢部高等学校吹奏楽部 第13回 定期演奏会
3/30(木) 18:30開演 (18:00開場)
【曲名】交響組曲パイレーツオブカリビアン、塔の上のラプンツェル 他
お問合せ

入場自由

南戸塚中学校　045-871-7611（村上）

南戸塚中学校吹奏楽部定期演奏会
3/31(金) 17:30開演 (17:00開場)
吹奏楽による演奏
お問合せ

関係者のみ

秋葉保育園　045-812-2551（青木）

第12回 社会福祉法人 顕真会 秋葉保育園 卒園式
3/22(水) 10:30開演 (10:00開場)
秋葉保育園年長児23名の卒園式　保護者と保育園職員が参加
お問合せ

全席指定
一般　3,000円

ペアチケット　5,000円
さくらプラザ　045-866-2501

JAZZ NIGHT with Grace Mahya & 渡辺裕之
3/24(金) 19:00開演 (18:30開場)
【出演者】Grace Mahya（Vo、Pf） 、渡辺裕之（Ds）、楠井五月（B）
お問合せ

4F　リハーサル室

重松正大先生によるピアノ公開レッスン
3/30(木) 13:00開演（13:00開場）
【出演者】重松正大先生 他
【曲名】モーツァルト:ソナタ、バッハ：シンフォニア 他

自由席
一般　1,500円
学生　1,000円

お問合せ 村上ピアノ教室　080-1108-3621（村上）

入場自由

峰章山音楽事務所　045-459-6243

峰章山と千葉山貴公の俣野小思い出コンサート
3/20(月・祝) 18:45開演 (18:30開場)
俣野小が今年3月末で幕を閉じます。別れを惜しんで俣野小の元校長・梅澤敏武
（峰章山）と横浜で活躍中の歌手・俣野小の卒業生千葉山貴公の二人が思い出
コンサートを開催します。
お問合せ

練習室 4
同時開催

無料
要整理券
事前申込

横浜市立中和田小学校　045-802-2453（松野）

第2回 中和田小学校合唱部 定期演奏会
3/25(土) 14:30開演 (14:00開場)
合唱部、今年度の活動の集大成。ヴァイオリンとのコラボも有。
【曲名】ぼくらのエコー、結～ゆい～、信長貴富作品集 他
お問合せ

ジャズサックス教室 Fazz Club 発表会
3/20(月・祝) 13:15開演（13:00開場）
ジャズサックス教室の生徒による発表会
【出演者】サックス教室生徒、Pf、Bs、Dr
【曲名】当日発表。スタンダード曲を中心としたジャズ

入場自由

Fazz Club　090-2536-9600（有村）お問合せ

コンセール・アミティエ　第22回歌声サロン＆リトミック
3/21(火) 10:30開演 (10:15開場)
童謡・唱歌を皆んなで歌う。リトミックとミニコンサートもあり。
【出演者】片野敦子、吉府充希子、鈴木葉子
【曲名】さくら、チューリップ、早起き時計、春よ来い、うぐいす、朧月夜

自由席
600円

コンセール・アミティエ　080-1191-7703お問合せ

モダンクラシックギターリサイタル
3/23(木) 14:30開演（14:00開場）
新感覚のクラシックギター作品11曲の演奏会
【出演者】守屋隆一朗
【曲名】守屋隆一朗作品集よりNo.41,47,62 他

自由席
2,500円

MCGイノベーション　080-5454-4992（守屋）お問合せ

入場
無料

聴く？

観る？

食べる!?

※詳細はチラシ・HPをご覧ください。

ギャラリー3月3日・4日・5日
金 土 日2017 年 3 日 (金)・4日 (土)10:00～17:00

                       5 日 (日)10:00～16:00

ホール 14:00～16:00(開場 13:30)

ステンドグラス前 11:00 ～16:30※売切れ次第終了

リハーサル室

練習室4

練習室 3

練習室 2

練習室1

3月5日
日2017 年

ダンス体験

さくらプラザ　　　　　
マルシェ

地 産 地 消

横浜蓄音機ミュージアム

spica ライブ

①11:00 ～ 11:30
②12:00 ～ 12:30

馬頭琴＆ホーミー コンサート

①11:30 ～ 12:00 
②12:30 ～ 13:00  

サイレント楽器体験コーナー
 11:00 ～ 16:00 ( 随時受付 )①11:00 ～ 12:00 

②13:00 ～ 16:00

昨年度 延べ1,600 名が来場した
イベント再び！
さくらプラザ利用者・アーティスト・
区民の皆様の文化的交流イベントです。

10:00~10:40  他
全 5 クラス

工芸

参加無料
キャンセル待ち
受付中

さくらプラザ　045-866-2501

さくらプラザ1日舞台スタッフになってみよう♪
~舞台の裏側・舞台の謎に迫る～

3/23(木) 15:00~16:30
【対象】小学生以上（小学校1~3年生は保護者同伴必須）
お問合せ


