
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

5/27(月)

①10:00～10:40
②11:00～11:40

すくすくキッズプログラム
⋆初心者OK⋆
⋆ママのための産後リカバリーYOGA ⋆

ゆるんだお腹／ゆがんだ骨盤／肩こり解消！
赤ちゃんをお膝にのせたり、抱っこ、寝かし付けながら。普段の生活
に取り入れる事ができるヨガをご紹介します。ベビーヨガでは手遊び、
お歌、絵本も登場♪発達を促します。

講師 かとうめぐみ（ママとベビーのヨガ／えがおのたね）

〈会 場〉サンハート カルチャー工房
〈料 金〉1,000円（親子ペア券）

兄弟連れ未就園児のみ可能（追加無料）
〈対 象〉①0歳～1歳／②1歳～2歳（首が座っている子が対象）

〈定 員〉各回10組20名
〈申 込〉電話・窓口にて受付中
〈持ち物〉手で持てる大きさのお気に入りのおもちゃ（電子音が鳴らないもの）、

動きやすい服装、水

横浜市旭区民文化センター

サンハート催し物案内に、

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

すくすくキッズプログラム
⋆初心者OK⋆
⋆ママのための産後リカバリーYOGA ⋆
5月27日（月）カルチャー工房
①10：00～10：40（0歳～1歳対象）
②11：00～11：40（1歳～2歳対象）

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？
5/1(水)、5/2(木)、5/ 7(火)
5/21(火) 、5/22(水)

おはなしかい
5月16日（木）10:30開演 ホールロビー

5

5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？

5/1(水)、5/2(木)、5/ 7(火)

5/21(火) 、5/22(水)

〈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 (各日連続2時間まで)

※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!

5/16(木)

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〉0歳～2歳児とその保護者の皆様

（3歳以上も大歓迎！）
〈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！

5月休館日 5/14(火)

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

「 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！！

6/17(月)

11:00～11:45

すくすくキッズプログラム
みんなで楽しもう♪おんがくのじかん！

〈会場〉サンハート ホール

〈出演〉

鈴木一葉（ピアノ）

野久尾智美（ヴォーカル）

松浦瑠奈（ヴァイオリン）

〈対象〉0歳～2歳 〈定員〉50組100名

〈プログラム〉ぼよよん行進曲（おかあさんといっしょより）、
チャルダッシュ、生まれて初めて（映画アナと雪の女王より）他

〈料金〉全席自由 800円（親子ペア券）※追加1人につき300円

事前予約制（チケットなし）
電話・窓口申込のみ

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（未就学児入場不可）
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。

7/7(日)

14:00開演

第67回あさひ亭まねき寄席
七夕寄席 横浜出身大集合！

〈会場〉サンハート ホール

〈出演者〉

雷門助六（真打）、 三遊亭遊史郎（真打）

桂小すみ（俗曲）、 小泉ポロン（マジック）

〈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。

当日ご来場いただいたお客様の中から
“サイン入り色紙”と“てぬぐい”が

合計10名様に当たります！

8/4(日)

15:00開演

サンハートオープンデー2019

Summer Concert
～夏にちなんだ名曲をお届けします～

〈会場〉サンハート 音楽ホール

〈出演者〉

Yumiko（フルート）

朝香智子（ピアノ）

〈プログラム〉

涙そうそう、浜辺の歌、少年時代、「アルルの女」よりメヌエット他

〈料金〉全席自由
一般 1,000円 / 高校生以下 800円（未就学児入場不可）

リクエスト曲大募集！
皆様からの夏に関するリクエスト曲を承ります！
当日あなたのリクエスト曲が演奏されるかも…？！

チケットをお買い求めの際、
是非お気軽にご意見をお聞かせください。

募集期間 7月5日（金）まで

４月22日（月）10時発売！

４月20日（土）10時発売！

7/1(月)

14:00開演

ワンコインコンサートVol.10
木管五重奏 Ensemble Reise

〈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（未就学児入場不可）

6/2(日)

13:30上映

あさひ名画座 第17弾

錆びたナイフ

〈会場〉サンハート ホール

〈キャスト〉
石原裕次郎、小林旭、宍戸錠、北原三枝、白木マリ、
安井昌二、杉浦直樹

〈料金〉全席自由 前売700円、当日800円（未就学児入場不可）

6/8(土)～

6/9(日)

11:00～17：00

〈会場〉サンハート アートギャラリー（開催中出入自由）

アートマーケット2019

大人気のマーケットが今年は6月に登場！
各日13ブースずつのお店がギャラリーに並びます。

多岐に渡るジャンルの数々。
きっとお気に入りが見つかります。

日活4大スターが
夢の豪華競演！！

第7回
サンハート・アンサンブル・オーディション

受賞者によるコンサート



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

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〈ポピュラー〉
【料金】〈全席自由〉前売券:800円、当日券:1,000円
【出演】ビリー稲本＆ZCC、ハイパーゴールデンサウンズ、K.muse.T、スターシップ・セーラーズ
【曲目】ダイアモンドヘッド/ダニー・ハミルトン 【問合】セーラーズ 090-3235-9830（内田)

4(土・祝)
13:00開演

愉快な親父たちのエレキフェスティバル〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】アロハグラス、The AMS、ヘンリ小島とマジックナイツ
【曲目】パイプライン／ベンチャーズ 【問合】ダディズロック 045-951-6015(六串)

12(日)
15:00開演

Yokohama Sound Lab. JAZZ LIVE〈ジャズ〉
【料金】無料 【出演】Yokohama Sound Lab.
【曲目】真珠の首飾り/J.Gray 【問合】Yokohama Sound Lab. 080-4880-0231(エバト)

16(木)
10:30開演

サンハートのよみき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】０～２歳児とその保護者のみなさま(３歳以上も大歓迎です。)
※詳細は表面をご覧ください。

19(日)
10:30開演

第40回旭区三曲演奏会〈伝統音楽〉
【料金】無料・入場自由 【出演】旭区三曲会の会員と門下生
【曲目】月光幻想曲/筑紫歌都子 など全23曲 【問合】旭区三曲会 045-365-4468(山﨑)

25(土)・26（日）

10:00~17:00

第32回旭区誕生50周年記念 いけ花展 お茶会〈いけ花展 お茶会〉
【料金】入場自由 お茶券:500円
【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444(植田)

27(月)
①10：00
②11：00

*初心者OK★* *ママのための産後リカバリーYOGA*〈サンハート自主事業〉
【対象】①0歳～1歳／②1歳～2歳 【料金】1,000円（親子ペア券）【定員】各回10組20名
【講師】かとうめぐみ（ママとベビーのヨガ/えがおのたね）【申込】サンハート窓口・お電話
※詳細は表面をご覧ください。

30(木)
12:10開演

ウクレレ合同発表会〈演歌を除くジャンル〉
【料金】無料・入場自由
【出演】希望ヶ丘ウクレレコアラウレア、藤ヶ丘アロハクラブ、白根アロハウクレレ、瀬谷ウクレレメイト
【曲目】小さな竹の橋で 他 【問合】ウクレレアンサンブラ 045-954-2876(青木)

2019.5 ５月の休館日 ◇ 14日(火)

音楽ホール
1(水)

14:00開演

イングリッシュハンドベル発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】スウィングベルズ、ピッコロ
【曲目】喜びの歌/ベートーベン 【問合】大塚ハンドベル教室 045-391-6946(大塚)

2(木)
14:00開演

コンテンポラリーリコーダー 聴き方 解説 コンサート2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】山内達郎(アルトリコーダー)
【曲目】無伴奏序曲第14番／山内達郎 【問合】ジェース・ムジクス 045-392-9279(山内)※商用不可

4(土・祝)
14:00開演

心の歌～Ken＆Sanae My selection～〈クラシック〉
【料金】前売券:2,500円、当日券:3,000円 【出演】木下健（バリトン）、木下早苗（ソプラノ）
【曲目】冬の旅/シューベルト 他 【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795(木下)

5(日・祝)
13:30開演

太田光子門下生 リコーダー発表会2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】太田光子(リコーダー)、平井み帆(チェンバロ) 他
【問合】ヨコハマ・リコーダー・センター 045-316-1437(平日9:00-18:00)

11(土)
14:00開演

辻本ヴァイオリン教室発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【問合】辻本ヴァイオリン教室 080-5431-7153(小畠)

12(日)
13:30開演

アンサンブルの会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】原口尚子(pf. Sop.)、榊原裕子(pf.)、榊原奈央(pf.)、白波瀬早百合(鍵ハモ)
【曲目】ピアノ協奏曲第1番 第1楽章／ショパン 【問合】斉藤ミュージック 045-320-6015(斉藤)

16(木)
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)

18(土)
14:00開演

心に響く素晴らしい音楽が広げる世界！Vol.8
～いつまでも心に残る名曲の数々を皆様と楽しむリラックス・タイム～〈クラシック・ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】園修一(ピアノ)、須永藤子(ピアノ)、菅谷ノーン(歌)、ひろみん(歌)
【曲目】モン・トレゾール～私の宝物/ピアノ即興詩人かわせひろし
【問合】かわせ音楽事務所♪ 090-6186-7698(かわせ)

19(日)
13:30開演

千原友子ヴァイオリン・チェロ・ピアノ発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】千原友子(Vn)、柳川祥子(Vc)、大日方裕子(P)
【曲目】ピアノトリオ/ブラームス 【問合】千原友子アンサンブル 045-512-6100(千原)

※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。

アートギャラリー

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)

5/9(木)
～5/12(日)

横浜旭スタンペックス’19 第22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、紙 8000枚の切手〉
【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】横浜旭郵趣会 045-391-0412(大橋)

5/16(木)
～5/19(日)

横濱写真倶楽部 第2回作品展示会〈写真〉
【時間】10:00～18:00(初日10:00～、最終日～18:00)
【料金】無料・入場自由 【問合】横濱写真倶楽部 (文芸同人誌「澪」) 090-8175-6559(石渡)

5/25(土)
5/26(日)

第32回旭区誕生50周年記念 いけ花展 お茶会〈お茶会〉
【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～17:00)
【料金】入場自由 お茶券:1席 500円
【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444(植田)

5/28(火)
～6/3(月)

第28回旭区水墨画公募展 〈水墨画、黒彩画、南画〉
【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】旭区水墨画会 045-953-5659(水谷)

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ 〉

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

7/17（水）

14:00開演

石田泰尚ヴァイオリンリサイタル2019
会場：ホール
料金：全席指定 前売 ¥3,500
主催：（有）ハルモニアハウス

19(日)
19:00開演

Little Harmony Concert3〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般券: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】ゆけ わがそよ風よ「6つの2重唱曲集」より/F.メンデルスゾーン
【問合】リトルハーモニー 090-2339-7902(石川)

21(火)
14:30開演

午後のクラシックギターコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】鈴木一徳、伊藤一 他
【曲目】リュート組曲より/バッハ 【問合】Y 090-9373-5854(鈴木)

26(日)
16:00開演

青木ギター教室発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【問合】青木ギター教室 045-364-3531(青木)

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。

◇ ◇ サンハート友の会提携店 ◇ ◇

〈 二俣川ライフ 〉

仕立屋 / 洋食じゅり / 美容室ジョイアス / ボディタイム

ドトールコーヒー / とんかつ新宿さぼてん

〈 ジョイナステラス二俣川 〉

菜々や / しゃぶしゃぶ肉処 美山 / 星のうどん 庵

鎌倉パスタ / FUJIYA / Re.Ra.Ku / HONDA・AVEDA hair & spa

ラフィネ / スタジオアリス


