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4 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
4 月の抽選申込月：2017 年 10 月利用（ホール・ギャラリー）
　ホール　：9日（月）、10 日（火）、13 日（金）～ 15 日（日）、
　　　　　　21 日（土）、28 日（土）
ギャラリー：10 日（火）、13（金）～ 22 日（日）

❀ 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。

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（2 枚同時購入時のみ）
会場：さくらプラザ ホール
出演：市原 愛（Sop）、丸山 滋（Pf）
　　　ゲスト：北鎌倉女子学園コーラス部

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)
　　　　　　　＊2 歳以下ひざ上鑑賞の場合は無料
会場：さくらプラザ ホール 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）
会場：さくらプラザ リハーサル室
定員：50 名

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

©Takayuki Yoshida©bnb

奥村 愛＆大萩 康司 デュオコンサート
～ヴァイオリンとギターの織りなす上質な調べ～
6月24日(土)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： 奥村 愛（Vn）、大萩 康司（Gt）

4月12日(水)14：00
 電話予約開始
(さくらプラザのみ取扱い)

堤 剛＆萩原 麻未 CDリリース記念
デュオ・リサイタル
7月2日(日)14:00開演 
全席指定　一般 4,000円／横浜市民3,500円
会場：さくらプラザ ホール
出演： 堤 剛（Vc）、萩原 麻未（Pf）

4月13日(木)14：00
 電話予約開始

(さくらプラザのみ取扱い)

©ビクターエンタテインメント©Wataru Nishida

© 鍋島徳恭 ©Akira Muto

ワークショップ申込
同時開始

夢いっぱいシリーズVol.2
5月31日(水)
①10:15開演 ②11:30開演
（公演時間 約40分）
自由席　300円（０歳から有料）
会場：さくらプラザ リハーサル室
出演： 竹田えり（作曲家、歌手、声優）

詳細近日公開



4F　ホール

SAKURA PLAZA Monthly Schedule 2017.4

入場自由

鈴木幸子ピアノ教室・清水皆子ピアノ教室　045-814-1426（清水）

リトル・コンサート
4/1(土) 13:00開演 (12:30開場)
ピアノ・ヴァイオリンの発表会
【曲名】幻想即興曲、バラードⅠ 他

完売御礼

さくらプラザ　045-866-2501

前橋汀子プロデュースVol．7
ヴァイオリン 珠玉の名曲集3

4/15(土) 14:00開演 (13:30開場)
【曲名】モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 K．296
　　　プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 op.94a 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

彩の会（あやの会）　045-753-6312（酒井）

第13回 彩の会展
4/18(火) ～4/24(月)  10:00～17:00 (初日13:00から／最終日16:00まで)
日本画作品の展示

4 月の休館日：11日 ( 火 )

入場自由

たちえりなピアノ教室　045-824-0205（志賀）

みんなで音楽を楽しむコンサート
4/8(土) 15:30開演 (15:00開場)
心を動かす演奏を目指すピアノ教室の子どもたちによる演奏会です
【曲名】ベートーヴェン：ソナタ「悲愴」、ドビュッシー：月の光 他

お問合せ

お問合せ

お問合せ

お問合せ

安藤三七子ギター＆プサルタリー教室 2017年 発表会
4/1(土) 19:00開演 (18:45開場) 
小学生から年配者まで、ギターや珍しいプサルタリーの発表会

安藤三七子ギター＆プサルタリー教室　045-862-0661(安藤)お問合せ

入場自由

4F　ホール

自由席
1,500円

グロリア少年合唱団　045-825-0522（松村）

 第55回定期演奏会「どうぶつたちのカーニバル」
4/2(日) 17:30 (17:00開場)
幼稚園から高校生までの男の子達による楽しさあふれるコンサート
【出演者】グロリア少年合唱団
【曲名】ピクニック、しろくまのジェンカ、「動物たちの謝肉祭」より 他
お問合せ

YSボタニカルアート教室　045-712-3437（齋藤）

第2回 YSボタニカルアート教室作品展
4/13(木) ～4/17(月)  10:00～17:00 (最終日15:00まで)
植物を精細に水彩で描いたボタニカルアート、約80点の展示
お問合せ

日本画

水彩

水彩

演奏会のチラシ展 Life with classic
4/26(水) ～4/30(日)  10:00～17:00
クラシック音楽のチラシ展示、及びまつわる作品の展示

株式会社ライズサーチ　045-349-5725（大南）お問合せ

その他

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

自由席
2,000円

横浜ステップ歌謡祭実行委員会　080-5403-9544(小林)

うたの力～歌は心のビタミン～
4/6(木) 10:20開演 (10:00開場)
北海道から青森から福島から九州から、日本全国歌でつながるよ。
【出演者】立樹みか、毬ちゃん、真田ナオキ 他
【曲名】片隅の愛、れい子、津軽恋ふぶき、さよならの手をふるように 他
お問合せ

全席指定
一般 3,000円

ペアチケット 5,000円
（2枚同時購入時のみ）

さくらプラザ　045-866-2501

市原愛 ソプラノ・リサイタル～歌の翼に～
4/29(土・祝) 14:00開演 (13:30開場)
【出演者】市原愛（Sop）、丸山滋（Pf）、
　　　    ゲスト:北鎌倉女子学園コーラス部
【曲名】メンデルスゾーン：歌の翼に、菅野よう子：花は咲く 他
お問合せ

自由席
一般 3,000円
学生 1,500円

MK strings　090-4452-1369（土谷）

春のクラシックコンサート  ピアノと弦楽器のハーモニー
4/21(金) 19:00開演 (18:30開場)
シューベルトのピアノ五重奏曲《鱒》と共に奏でる春らしい名曲。
【出演者】土谷茉莉子（Vn）、土谷佳菜子（Va）、山田健史（Vc）、
　　　　石神悠（Cb）、藤井歌菜絵（Pf）
【曲名】ドヴォルザーク：ピアノ四重奏曲 第1番 ニ長調 Op.23B53
　　　シューベルト：ピアノ五重奏曲《鱒》イ長調 D667
お問合せ

全席指定
一般 4,800円
横浜市民 4,300円

（さくらプラザのみ取扱い）
①14:00

さくらプラザ取扱い分完売

東京労音府中センター　042-334-8471

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー LIVE 2017

4/22(土) ①14:00開演 (13:30開場) ②18:00開演 (17:30開場)
日々刻 と々変わる国内外の社会情勢を、風刺を効かせた笑いで発信！！
【出演者】ザ・ニュースペーパー
【演目】社会風刺コント
お問合せ

入場自由

ミュージックワークショップＵ　080-7070-3939

スプリング・コンサート ～若い息吹～
4/9(日) 13:30開演 (13:00開場)
子供から大人まで楽しむ発表演奏会
お問合せ

名曲サロンVol.7　チェロが奏でる春の訪れ
4/20(木) ①11:30開演（11:15開場）②14:30開演（14:15開場）
さくらプラザサポートアーティスト増山頌子さんによる
春にふさわしい華やかな名曲をお楽しみください。
【出演者】増山頌子（Vc）、秋元孝介（Pf）
【曲名】J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 第1番 他

自由席
各回 500円

（未就学児入場不可）
定員：各回70名

②14:30キャンセル待ち

さくらプラザ　045-866-2501お問合せ

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

水彩画サークル・みずえもん　080-6594-0725（西牧）

第13回水彩画サークルみずえもん水彩画展
4/4(火) ～4/10(月)  10:00～17:00 (初日13:00から／最終日16:00まで)
明るく楽しく水 し々くをモットーに研鑚した癒やしの水彩画65点
お問合せ

春を彩る三人展
4/5(水) ～4/10(月)  10:00～17:00(最終日16:00まで) 
かな書 漢字書 篆刻 絵画

玲泉会　045-716-2853（加藤）お問合せ

水彩

書道

第9回「なごみの会 会員展」 わが街「戸塚」の風景画コーナー
4/12(水) ～4/17(月)  10:00～17:00(初日13:00から／最終日16:00まで) 
水彩・油彩・アクリル画等、会員12名による絵画作品を展示

なごみの会　045-864-0635（曽我）お問合せ

水彩

自由席
2,500円

MCGイノベーション　080-5454-4992（守屋）

モダンクラシックギターリサイタル
4/26(水) 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
お問合せ

さくらプラザ主催公演　好評発売中

©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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当日券・学生券：さくらプラザのみ取扱い）

会場：さくらプラザ ホール
出演：若林 顕 (Pf)

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（2 枚同時購入時のみ）
会場：さくらプラザ ホール
出演： 市原 愛 (Sop)、丸山 滋 (Pf)、
　　　ゲスト：北鎌倉女子学園コーラス部

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(2F見切れ)席 2,000円 
　　　　　　　　　　　（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）

会場：さくらプラザ ホール
出演：NAOTO(Vn)、榊原 大 (Pf)

アンコール Vol.2

©Takayuki Yoshida

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（さくらプラザのみ取扱い 2枚同時購入時のみ）

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)

油彩

油彩

第２回のみ
キャンセル待ち


