
6/22(土)

14:00開演

Violin Duo デュオ・ドゥ・フルール

～珠玉の名曲をお届けします～

中村ゆか里（ヴァイオリン）姉
中村里奈（ヴァイオリン）妹

第7回サンハート・アンサンブル・
オーディション最優秀賞受賞記念
コンサート

〈会場〉サンハート ホール

〈プログラム〉

四季/ヴィヴァルディ
リベルタンゴ/ピアソラ 他

コンサート終了後には楽器体験を開催！

子供から大人まで誰でも参加可能！
憧れのヴァイオリンを体験しませんか？
音が出る様にレクチャーします！

〈料金〉全席自由
一般 2,000円 / 高校生以下 1,000円 / ペア券3,500円(前売のみ)

※当日券200円増し。「サンハート友の会」会員割引対象公演。

横浜市旭区民文化センターサンハート
(指定管理者：横浜メディアアド・相鉄・神奈川共立共同事業体)

〒241-0821 横浜市旭区二俣川１－３ 二俣川ライフ５Ｆ

TEL：045-364-3810 FAX：045-391-6930（9時～21時・不定休）

E-mail：sunheart@sunheart.info HP：http://www.sunheart.info

開館時間：9時～22時
（受付は21時まで）

kakko

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Twitter 
(@sunheartkun)

Facebook Instagram
(@sunheart_kun) ※当館専用の駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

相鉄線二俣川駅下車
北口から徒歩２分交通アクセス

7/1(月)

14:00開演
ワンコインコンサートVol.10

3月25日（月）10時発売！

〈会場〉サンハート ホール

〈出演〉

Ensemble Reise
工藤美幸(フルート)
山西由莉(オーボエ)
西本葵(ホルン)
坪谷陸(ファゴット)
渡辺繁弥(クラリネット)

〈プログラム〉ホルスト / 惑星より「木星」(木管五重奏版)
石川亮太 / 山の音楽家じゅんばん協奏曲 他

〈料金〉全席自由 500円

4/20(土)

14:00開演

第66回あさひ亭まねき寄席
——春爛漫落語会——

桂 米福(落語) 三遊亭 遊里(落語) 橘 右雀(寄席文字) 東 京太・ゆめ子(漫才)

〈会場〉サンハート ホール
〈料金〉全席指定
一般2,000円 / 中学生以下 1,000円 / ペア券 3,500円(前売のみ)

※当日券200円増し。「サンハート友の会」会員割引対象公演。

横浜市旭区民文化センター

サンハート催物案内に、

広告掲載 してみませんか？

横浜市を中心に、神奈川県内 約150か所に

配布されているサンハートの『催し物案内』

特に、旭区内のコンサートや教室の告知、企業や商店のPR

に絶好の広告媒体です。

広告掲載の料金、詳細など、まずはサンハートまで、
お気軽にお問い合わせください！

サンハート TEL 045-364-3810

第66回あさひ亭まねき寄席
—春爛漫落語会—
4月20日（土）14:00開演 ホール

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？
4/10(水)、4/11(木)、4/ 23(火)
4/24(水) 、4/30(火)

おはなしかい
4月15日（月）10:30開演 ホールロビー

4

4月開催
(5日間)

サンハートホールでピアノを
弾いてみませんか？

4/10(水)、4/11(木)、4/ 23(火)

4/24(水) 、4/30(火)

〈会場〉サンハート ホール
〈料金〉1時間2,000円 / 連続2時間 3,800円 (各日1枠まで)

※電話もしくはサンハート窓口でお申込み下さい。
※先着順/定員になり次第受付を締め切ります。
申込詳細はホームページ又はチラシをご覧ください!

4/15(月)

10:30開演

よみきかせサポーターによる

おはなしかい

〈会場〉サンハート ホールロビー
〈対象〉未就学児とその保護者の皆様
〈料金〉無料
〈申込〉予約不要 当日直接会場へ

チケット好評販売中！
お申込みは、お電話・窓口・WEBにて！

友の会第11期
（ 平成31年 4月 ～ 32年 3月 ）

入会受付中 !
対象のチケットが10％割引で購入できる！

チケットを優先で予約ができる！

催し物案内やチラシが自宅に届く！

近隣店舗の各種サービスが受けられる！

（二俣川ライフ、ジョイナステラス内店舗）

年会費 1,200円

※詳細は友の会の募集案内をご覧ください。

〈 情報コーナー一時利用停止のお知らせ〉

平成31年統一地方選挙に伴い、情報コーナーを
期日前投票所として使用するため、平成31年3
月28日から4月7日まで使用できなくなります。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

サンハート 館長

4月休館日 4/9(火)

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

4月15日（月） おはなしかい

4月20日（土） 第66回あさひ亭まねき寄席

5月16日（木） おはなしかい

5月27日（月）
すくすくキッズプログラム
◇親子ヨガ

6月2日（日） あさひ名画座第17弾

6月4日（火） おはなしかい

6月8日（土）
9日（日）

アートマーケット

6月17日（月）
すくすくキッズプログラム
◇リトミック

6月22日（土）
Violin Duo デュオ・ドゥ・フルール

～珠玉の名曲をお届けします～

7月1日（月）
ワンコインコンサートVol.10
◇木管五重奏

7月7日（日） 第67回あさひ亭まねき寄席

7月16日（火） おはなしかい

7月29（月）
～8月3日（土）

夏休み子どもハンドベル講座
夏休み子どもゴスペル講座

8月4日（日） オープンデー

8月9日（金） あさひ名画座 for キッズ

9月上旬～ 演劇ワークショップ

9月6日（金）
ワンコインコンサートVol.11
◇マリンバデュオ

9月13日（金） おはなしかい

9月24日（火）
すくすくキッズプログラム
◇ベビーフォト

9月29日（日） あさひ名画座第18弾

平成31年前期
サンハート自主事業ラインナップ

「 料金改定いたしました。 」

詳細情報やチケット発売情報は
随時ホームページやSNSにて公開します！お見逃しなく！！



Welcome Gallery

サンハートの玄関である5階エレベーター前で
来館のお客様をお出迎えしている「ウェルカムギャラリー」

昨年度(平成30年度)に設置し
たこのウェルカムギャラリーのおかげ
で、サンハートの玄関が毎月華や
かになりましたよね！いかがでしょう
か？沢山の方がエレベーターを利
用する際に、立ち止まってみてくだ
さっていて、とてもうれしいです。毎
月展示してただく作品は、とても素

敵な作品ばかりなので、毎回どのように製作しているのか気にな
ります。今年度も皆様、よろしくお願いします。

このウェルカムギャラリーは、旭区内に在住の方に限らず、創作
活動をされている方たちに、ご自身の作品を展示していただいて
おります。自身の作品をもっと見て頂きたい！創作活動をしてい
る団体のことを知って頂きたい！ギャラリーにて展示会を行う前に
宣伝したい！そんなアナタにぴったりです。ぜひサンハートの玄関
を素敵な空間に飾ってください。

一ヵ月毎に募集を行っています。詳しくはチラシをご覧下さい。

出張！ふれあいコンサート

本格的なクラシックコンサートを開催してみませんか?

「子どもたちに、生演奏の素晴らしさを伝えたい」、「身近な公
共施設として、誰もが気軽に楽しめる企画を検討している」、
「地域の方々が集う場の、賑わいの演出として、コンサートを企
画してみたい」など、皆様の様々なご要望に応じたコンサートを
ご提案します。近頃は地区センターや保育園、販売店等にも
伺いました。

詳しくはホームページでもご覧いただけます。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。

サンハート窓口にて
チケット取扱いあり

サンハート
自主事業

ホール

13(土)
14:00開演

YWHハッピーコンサート2019 〈吹奏楽〉

【料金】無料・入場自由 【出演】横浜ウィンドハーモニー

【曲目】魔女の宅急便コレクション 【問合】横浜ウィンドハーモニー 080-6587-6025(西村)

14(日)
12:30開演

ピアノとうたの会 〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】𠮷池晋一(Pf)、吉川聡泉(Pf)、金子汐夏(Pf)、宮下莉依子(Pf)

【曲目】革命/ショパン 【問合】西山桂以子音楽教室 045-361-3455(西山)

15(月)
10:30開演

サンハートの読み聞かせサポーターによるおはなしかい 〈サンハート自主事業〉 ※ホールロビーにて開催

【料金】無料・入場自由 【対象】未就学児とその保護者のみなさま

※詳細は表面をご覧ください。

17(水)
14:00開演

がん免疫治療を知る 〈講演会〉

【料金】無料・入場自由 ※事前申込不要

【問合】神奈川県立がんセンター 045-520-2222(内4034・4021)(葛西・小野寺)

20(土)
14:00開演

第66回あさひ亭まねき寄席 〈サンハート自主事業〉

【料金】〈全席指定〉一般:2,000円、中学生以下:1,000円、ペア券:3,500円(前売のみ) ※当日200円増し

【出演】桂 米福(落語)、三遊亭 遊里(落語)、橘 右雀(寄席文字)、東京太・ゆめ子(漫才)

※詳細は表面をご覧ください。

27(土)
14:00開演

第21回定期演奏会 〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】横浜ブラスアンサンブル、八十嶋慎太朗(Tuba)

【曲目】ボヘミアン・ラプソディ―/F.マーキュリー 【問合】横浜ブラスアンサンブル 090-2467-0889(八十嶋)

28(日)
11:00開演

おとのいずみファミリー&フレンズコンサートVol.2 〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉おやこペア券:1,000円、おとな券:700円、こども券:500円

【出演】越智里奈(sop.)、佐藤知子(sop.)、猪瀬真里子(pf.)、藤平恭子(pf.)

【曲目】「アナと雪の女王」よりレット・イット・ゴー/K.A.ロペス＆R.ロペス

【問合】おとのいずみ 090-7426-0160(猪瀬)

28(日)
14:00開演

Otono Izumi

ソプラノデュオとピアノ連弾のコンサートVol.2 〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉前売券:2,000円、学生券:1,000円、当日券:2,500円

【出演】越智里奈(sop.)、佐藤知子(sop.)、猪瀬真里子(pf.)、藤平恭子(pf.)

【曲目】春の声/J.シュトラウスⅡ 【問合】おとのいずみ 090-7426-0160(猪瀬)

2019.4 ４月の休館日 ◇ 9日(火)

音楽ホール

4(木)
14:00開演

皆んなで唄おう！第13回歌声の集い“ハッピー”〈抒情歌、世界の歌、青春歌謡〉

【料金】〈全席自由〉500円

【出演】山藤卓(アコーディオン) 、白鳥高(ベースギター)、山藤恵美子(司会・リードボーカル)

【曲目】花/滝廉太郎 【問合】楽団GHQ(山藤卓) 045-715-4074(サンドウ)

7(日)
14:00開演

春の室内楽コンサート 〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】クロカル・アンサンブル、トマソンズ、クロカル・バスカーズ

【曲目】ピアノ三重奏曲「大公」/ベートーヴェン 【問合】富士通アンサンブル同好会 045-301-3593(金子)

17(水)
14:00開演

歌声喫茶ともしびin二俣川サンハート 〈ポピュラー〉

【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)

24(水)
13:00開演

コーラスコンサート 〈合唱〉

【料金】無料 【出演】ひまわりミューズ

【問合】ひまわりミューズ 045-351-2150(熊澤)

24(水)
18:45開演

ギターによる音楽会 〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】グループY

【問合】Y 090-9373-5854(鈴木)

28(日)
14:30開演

どるちぇの会ピアノ発表会 〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】どるちぇの会ピアノ教室 生徒

【問合】どるちぇの会 045-381-3435(岡添)

29(月・祝)
14:00開演

第8回デュオ・オブリガート スプリング・コンサート 〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉前売券:2,000円、当日券2,500円 【出演】泉恵子(ヴィオラ)、杉本正(コントラバス)

【曲目】ヴィオラとコントラバスのためのソナタ/ディッタースドルフ 【問合】BASS 090-9101-0368(杉本)

※このご案内は3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。

アートギャラリー

4/2(火)
～4/8(月)

第18回フォトクラブ昂写真展 〈写真〉

【時間】10:00～18:00(初日13:00～、最終日～17:00)

【料金】無料・入場自由 【問合】フォトクラブ昂 045-301-1177(小清水)

4/10(水)
～4/14(日)

絵筆の散歩四人展2019 〈油彩・水彩〉

【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～16:00)

【料金】無料・入場自由 【問合】絵筆の散歩 045-362-1000(柳川)

4/17(水)
～4/21(日)

第15回絵画展 〈油彩、水彩、パステル、色鉛筆、アクリル etc〉

【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～17:00)

【料金】無料・入場自由 【問合】アトリエ藍 045-383-0351(板津)

4/23(火)
～4/29(月・祝)

第22回アートシュウ絵画展 〈水彩画、アクリル画、色えんぴつ画、パステル画、デッサン〉

【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～17:00)

【料金】無料・入場自由 【問合】アートシュウ絵画教室 045-391-7933(上鉄穴)

4/30(火)
～5/6(月)

第18回旭芸術写真会展〈写真展〉

【時間】10:00～18:00(初日12:00～、最終日～17:00)

【料金】無料・入場自由 【問合】旭芸術写真会 045-367-2259(沖)

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ 〉

3/19(火)

14:00開演

歌声喫茶ともしびIn二俣川サンハート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般￥2,000
主催：新宿ともしび・横浜友の会

3/31(日)

14:00開演

復興支援コンサート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般￥1,000
主催：ソレイユフィルハーモニー

4/28（日）

11:00開演

おとのいずみ
ファミリー＆フレンズコンサートVol.2
会場：ホール
料金：全席自由 おとな￥700/こども￥500

おやこペア￥1,000
主催：おとのいずみ事務局

4/28（日）

14:00開演

Otono Izumi
ソプラノデュオとピアノ連弾のコンサートVol.2

会場：ホール
料金：全席自由 一般￥2,000/学生￥1,000
主催：おとのいずみ事務局

4/29(月・祝)

14:00開演

第8回デュオ・オブリガート
スプリング・コンサート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般￥2,000
主催：DUO OBBLIGATO

5/3（金・祝）

13:00開演

懐かしの昭和歌謡とエレキサウンドコンサート
会場：ホール
全席自由 前売￥800
主催：セ－ラーズ

6/22（土）

10:30開演

アンサンブル・ノア みんなのコンサート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 大人￥1,500/子供￥500
主催：アンサンブル・ノア

〈 2019年度 サンハート休館日のご案内 〉
※10月以降については、変更になる場合がございます。

4月9日（火）
5月14日（火）
6月11日（火）
7月 9日（火）

8月20日（火）
21日（水）

9月10日（火）

10月8日（火）
11月12日（火）

12月10日（火）
1月14日（火）
2月18日（火）
19日（水）

3月10日（火）

年末年始の休館日12月29日（日）～1月3日（金）


