
公式Facebook を始めたよ♪ 
 このマークが目印！「いいね！」してね！ 

※このご案内は4月15日現在の内容です。 
内容・時間などは変更する場合がございます。 
詳細は、主催者にお問い合わせください。 

サンハート窓口にて 
チケット取扱いあり 

Ｔ 

ホール 

3 
（水） 

愉快な親父たちのエレキフェスティバル12≪ポピュラー≫ 

【開演】13:00 【料金】無料・入場自由 

【出演】The Love Sounds、The AMS、ヘンリー小島とマジッ
クナイツ 

【曲目】ベンチャーズ：パイプライン 

【問合】ダディズ ロック 090-3509-4398（六串） 

14 
(日) 

Yokohama Sound Lab.Concert 13th≪ジャズ≫ 

【開演】14:00 【料金】無料・入場自由 

【出演】Yokohama Sound Lab 
【曲目】ムーン･リバー 

【問合】Yokohama Sound Lab 090-8454-2049(長谷川) 

15 
(月) 

第9回・歌茶論『歌の集い』≪歌謡曲・演歌≫ 

【開演】11:30 【料金】無料・入場自由 

【出演】カラオケ愛好者80名 

【問合】YYU会 歌茶論 090-2419-2599(梶ヶ谷) 

19 
(金) 

二俣川 童謡を歌う会≪クラシック≫ 

【開演】10:00 【料金】500円  

【出演】木下健(バリトン)、木下早苗(ソプラノ、ピアノ) 

【曲目】初夏にちなんだ童謡、愛唱歌を皆さんで歌いましょう 

【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795(木下) 

20 
(土) 

～歌の花束～愛と夢≪クラシック≫ 

【開演】14:00 【料金】無料・入場自由 

【出演】内田時貴子(ソプラノ)、兵頭房枝(ソプラノ)、本間郷子(ソ
プラノ)、中嶋祐子(ピアノ) 

【曲目】モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』より 

【問合】ブーケ・ガルニ 080-1214-3244(本間) 

21 
(日) 

第38回旭区三曲演奏会≪伝統音楽≫ 

【開演】11:00 【料金】無料・入場自由 

【出演】旭区三曲会の会員と門下生 

【曲目】宮城道雄：泉など全23曲 

【問合】旭区三曲会 045-365-4468(山崎) 

23 
(火) 

第8回カーズ青木 ウクレレ合同発表会 

≪ポピュラー、ウクレレ6団体の発表≫ 

【開演】13:10 【料金】無料・入場自由 

【出演】ウクレレ コア ラウレア、モロカイ、アロハクラブ、アロハ7’S

ハート他 

【問合】ヨコハマ ウクレレ アンサンブラ 045-954-2876(青木) 

27 
(土) 

あさひ茶花道協会30周年記念いけ花展・お茶会≪生花≫ 

【開催】10:00～17:00 【料金】無料(生花)・入場自由 

【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444 （植田） 

28 
(日) 

あさひ茶花道協会30周年記念いけ花展・お茶会≪生花≫ 

【開催】10:00～17:00 【料金】無料(生花)・入場自由 

【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444 （植田） 

アートギャラリー 

 ◇5月の休館日◇  9日（火） 
  

4/25（火）～5/1（月） 
10：00～18：00（初日13:00～、最終日～17:00） 
第16回フォトクラブ昴写真展≪写真≫  
◆無料・入場自由 
【問合】フォトクラブ昴 045-301-1177（小清水） 

5/11（木）～5/14（日） 
10:00～17：00（初日13:00～、最終日～17:00） 
横浜旭スタンペックス’17 第20回世界の切手展 
≪世界の国々の郵便切手をビニールパネルにて展示 約9000枚の切手≫  
◆無料・入場自由 
【問合】横浜旭郵趣会 045-391-0412（大橋） 

5/16（火）～5/19（金） 
10：00～18：00（初日14:00～、最終日～15:00） 
第125回フジ芸術友の会展≪書、水墨画等展示≫  
◆無料 
【問合】フジ芸術友の会 090-9969-4447（阿部) 

5/27（土）～5/28（日） 
10：00～17:00（初日10:00～、最終日～17:00） 
あさひ茶花道協会30周年記念いけ花展・お茶会≪お茶会≫  
◆お茶券：500円 
【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444 （植田） 

5/30（火）～6/5（月） 
10：00～18：00（初日13:00～、最終日～16:00） 
第26回 旭区水墨画公募展≪水墨画、墨彩画、南画≫  
◆無料・入場自由 
【問合】旭区水墨画会 045-953-5659（水谷） 

音楽ホール 

4 
(木) 

心の歌 コンサート≪クラシック≫ 

【開演】14:00 【料金】全席自由 前売券:2､000円、当日券:2,500円  

【出演】木下健(バリトン)、木下早苗（ソプラノ） 
【曲目】ベルディ：Ave Maria他 

【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 045-383-6775(木下) 

4 
(木) 

コンテンポラリー・リコーダー 聴き方解説コンサート 2017≪クラシック≫ 

【開演】19:30 【料金】無料・入場自由  

【出演】山内達郎(アルトリコーダー) 

【曲目】山内達郎：無伴奏序曲第10番 

【問合】ジェース・ムジクス 045-392-9279(商用不可)(山内) 

5 
(金) 

林ケイと楽しい仲間達『歌に恋して』≪クラシック≫ 

【開演】13:30 【料金】無料・入場自由  

【出演】渋谷京子(Sop)、山澤郁子(Sop)、小田切清(Sop)、三明妙子(Sop) 

【曲目】ドヴォルザーク：ルサルカ『月に寄せる歌(白銀の月よ)』 
【問合】ゲザング・K(gesang・K) 045-534-7324(林) 

6 
（土） 

朗読の会≪演劇・ミュージカル≫ 

【開演】19:00 【料金】無料  

【出演】西原翔吾、蟹江俊介、小林桜 

【曲目】宮沢賢治：銀河鉄道の夜 

【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795（木下） 

14 
(日) 

大塚ハンドベル教室 発表会≪クラシック≫ 

【開演】14:00 【料金】無料・入場自由  

【出演】ピッコロ、スウィングベルズ 

【曲目】メンデルスゾーン：結婚行進曲 
【問合】大塚ハンドベル教室 045-391-6946（大塚） 

15 
(月) 

【サンハート自主事業】 
サンハート音楽ホールでスタインウェイを弾いてみませんか？ 

16 
(火) 

【サンハート自主事業】 
サンハート音楽ホールでスタインウェイを弾いてみませんか？ 

17 
(水) 

【サンハート自主事業】 
サンハート音楽ホールでスタインウェイを弾いてみませんか？ 

19 
(金) 

TamaQ ミニコンサート ≪クラシック≫ 

【開演】13:00 【料金】無料・入場自由 

【出演】広山貞夫(Ten)、横井直樹(Pf)、三又勇治(Guitar)、岩佐泉(Vc) 

【問合】TAMA合唱団 080-5447-6350（岩佐） 

20 
(土) 

アルゼンチンタンゴ・トークライブ                      Ｔ 

≪アルゼンチンタンゴ≫            
【開演】14:00 【料金】全席自由 前売券:1,500円、当日券:2,000円  

【出演】田辺義博(バンドネオン)、サッコ香織(ピアノ)、長浜奈津子(歌・語り) 

【問合】ヒラルディージョ 070-6632-8367（大森） 

21 
(日) 

Little Harmony Concert 1≪クラシック≫ 

【開演】14:00 【料金】全席自由  1,500円 

【出演】石川真理子(Sop)、浜野加奈(Sop)、内海祥子(Pf)、柿沼叔子(Pf) 

【曲目】F.ショパン：幻想曲ヘ短調Op.49 

【問合】リトル・ハーモニー 090-2339-7902（石川） 

23 
(火) 

歌声喫茶ともしびin二俣川サンハート                   Ｔ 

≪ポピュラー≫            
【開演】14:00 【料金】全席自由  2,000円 

【出演】歌声喫茶ともしび新宿店ソングリーダー、ピアノ伴奏者 

【問合】新宿ともしび・横浜友の会 03-6907-3801(丸山) 

25 
(木) 

うたごえひろば～みんなで歌おう！宝塚OGとギター伴奏～≪ポピュラー≫ 

【開演】13:45 【料金】全席自由  700円 

【出演】とみどころ りえ(ナビゲーター)、とみどころ やすし(ギター伴奏) 

【曲目】童謡・唱歌・懐メロ・心の歌 

【問合】うたごえがかり 080-5944-0425（富所） 

27 
(土) 

Joyful concert vol.27≪クラシック≫ 

【開演】18:30 【料金】無料  

【出演】丹澤規子&広樹(Pf、Vn)、高橋涼(作曲)、松本文(Vc)、本山望(Pf) 

【曲目】ベートーヴェン：ピアノソナタ『月光』全楽章 他 

【問合】なかざわピアノ広場 045-362-0704（本山） 

29 
(月) 

【サンハート自主事業】 
サンハート音楽ホールでスタインウェイを弾いてみませんか？ 

30 
(火) 

【サンハート自主事業】 
サンハート音楽ホールでスタインウェイを弾いてみませんか？ 

31 
(水) 

SAGA QUARTET&中里真也 演奏会≪クラシック≫ 

【開演】19:00 【料金】全席自由 前売券:2､500円、当日券:3,000円  

【出演】SAGA QUARTET、中里真也(クラリネット) 
【曲目】ブラームス：クラリネット五重奏曲 

【問合】アンサンブル・ムーヴェ 080-8110-9791（中里） 


