
8/4(日)

開催分

サンハートオープンデー2019

ワークショップ出店者募集！

8/4（日）に開催される「サンハートオープンデー2019」にて、今年
もワークショップを開催！ハーバリウム、アロマ、似顔絵、アクセサ
リー･･･ジャンルは問いません。子供から大人まで、多くの方々が参
加するオープンデー。“手作り”の楽しさを皆さんに届けませんか？

募集期間 5月3日（金・祝）～5月31日（金）
※応募多数の場合は抽選となります

〈日時〉8/4（日）11:00～17:00
〈会場〉ミーティングルームAB〈出店料〉1ブース2,500円
〈申込〉窓口・メール・FAX(詳しくはお問い合わせください)

6/20(木)

より全5日間

「よみきかせサポーター」
レベルアップ講座 受講生募集！

大好評につき3回目の「よみきかせサポーター」
を募集することが決定しました。現在活躍してい
る「よみきかせサポーター」と共に、より深く読
み聞かせを学びませんか？講座終了後はサンハー
トの「よみきかせサポーター」として「読み聞か
せ派遣事業」に参加することが出来ます。

募集期間 5月1日（水）～5月31日（金）
確定通知 6月1日（土）以降随時
※応募多数の場合は抽選となります

〈日程〉6/20(木)･7/4(木)･7/11(木)･7/18(木)･7/25(木)
〈時間〉全日程10:00～12:00 〈会場〉カルチャー工房
〈募集〉5名程度 ※全日程参加いただける方
〈料金〉3,000円 〈申込〉窓口・電話・FAX

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）

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）

アートマーケット2019
6月8日（土）・9日（日）
11：00～17：00 アートギャラリー

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？
6/5(水)、6/13(木)、6/ 27(木)

あさひ名画座 第17弾 錆びたナイフ
6月2日（日）13:30上映 ホール

6月開催
サンハートホールでピアノを

弾いてみませんか？

6/5(水)、6/13(木)、6/ 27(木) 全3日間
〈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

6/4(火)

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 〈時間〉10:30開演
〈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！

6月休館日 6/11(火)

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

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！

横浜出身真打競演！
今回は俗曲・マジックもあり！
多岐に渡る寄席をお楽しみください。

〈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！

雷門助六
（真打）

三遊亭遊史郎
（真打）

小泉ポロン
（マジック）

桂小すみ
（俗曲）

8/4(日)

15:30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）
「サンハート友の会」会員割引対象公演。

夏に関するリクエスト曲大募集！
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、ご意見をお聞かせください。

募集期間 7月5日（金）まで

Yumiko
（フルート）

朝香智子
（ピアノ）

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！
6月17日（月） ホール
11:00～11：45（0歳～2歳対象）

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

Violin Duo デュオ・ドゥ・フルール
～珠玉の名曲をお届けします～
6月22日（土）14：00開演 ホール

おはなしかい
6月4日（火）10：30開演 ホールロビー

6/2(日)
サンハート区民企画 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 〈時間〉13:30上映
〈料金〉全席自由 前売700円／当日800円

6/8(土)・9(日)

11:00～17:00

手づくり作家がサンハートに集結！

アートマーケット2019

〈会場〉アートギャラリー 〈料金〉無料・入場自由

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〉ホール 〈対象〉0歳～2歳 〈定員〉50組100名
〈料金〉800円(親子ペア券) ※追加1人につき300円

〈出演者〉鈴木一葉(Pf)､松浦瑠奈(Vn)、野久尾智美(Vo)

6/22(土)
Violin Duo デュオ・ドゥ・フルール

～珠玉の名曲をお届けします～

〈会場〉サンハート ホール 〈時間〉14:00開演
〈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。
9月

より開始！

サンハート演劇祭2019

出演メンバー大募集！
演劇1日お試し体験＆裏方メンバー同時募集

講師・松井工（文学座）、特別講師・五大路子（横浜夢座）
豪華講師陣による演劇指導！

未経験者大歓迎！私たちと一緒にお芝居を作り上げていきましょう！

〈日程〉9/5～11/7 毎週木曜日(1日体験は9/1（日）のみ)
11/9（土）ゲネプロ・11/10（日）本番

〈時間〉昼コース13：00～16：00／夜コース18：00～21：00

詳細はサンハートまでお問い合わせください

大河内恵津子（講師）

横浜市旭区民文化センター

6

友の会第11期 会員募集中!
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。

サンハート取り扱いチケット〈 窓口販売のみ 〉

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

10/27（日）
13:00開演

昭和が薫る ♪懐かしのエレキサウンド
会場：ホール
料金：全席自由 前売 ¥1,300/ペア ¥2,500
主催：セーラーズ



アートギャラリー

5/28(火)
～6/3(月)

第28回旭区水墨画公募展 〈水墨画、墨彩画、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)

6/8(土)
～6/9(日)

サンハート アートマーケット 2019〈手作り作品〉
【時間】11:00～17:00 【料金】無料・入場自由
※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

6/12(水)
～6/17(月)

第14回 セヤフォトファミリー写真展〈写真〉
【時間】10:00～18:00(初日13:00～、最終日～16:00)
【料金】無料・入場自由 【問合】瀬谷フォトファミリー 045-303-5220(服部)

6/18(火)
～6/24(月)

第5回 フォト・四季写真展〈写真〉
【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】フォト・四季 045-303-2440(佐藤)

6/25(火)
～7/1(月)

グループQ展〈油彩・水彩〉
【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】グループQ展 045-361-4818(平田)

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

2(日)
13:30上映

サンハート区民企画 あさひ名画座 第17弾 錆びたナイフ〈映画上映〉

【料金】〈全席自由〉前売700円/当日800円

【出演】石原裕次郎、北原三枝、小林旭、宍戸錠 他

※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

3(月)
12:00開演

第16回城昌幹＆HIDEKO『流行歌コンサート』～懐かしい歌を中心に～〈流行歌・唱歌 他〉
【料金】無料・入場自由 【出演】城昌幹、HIDEKO、歌茶論会員7人
【問合】歌茶論 090-2419-2599(梶ヶ谷)

16(日)
13:00開演

第2回ふれあい寄席〈寄席〉
【料金】〈全席自由・一部指定〉一般券:500円 【出演】湊家恋路、湊家波馬、極楽亭とんぼ、湊家小鉄
【問合】横浜出前落語会 090-7254-4554(加藤)

17(月)
11:00開演

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！〈サンハート自主事業〉
【料金】800円（親子ペア券）※追加1人につき300円 【対象】0歳～2歳
【出演】鈴木一葉(ピアノ）、松浦瑠奈（ヴァイオリン）、野久尾智美（ヴォーカル）
【曲目】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
※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

21(金)
14:00開演

クラシック・コンサート〈歌曲・アリア〉
【料金】無料・入場自由 【出演】秋山幸子(Sp)、新野ノリ子(A)、池田寿一(Te)、岡部晶子(Sp)
【曲目】今の歌声は/ロッシーニ 【問合】グループ23.6 045-352-6048(秋山)

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～
【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（前売りのみ）※当日200円増
【出演】Duo deux fleurs（デュオ・ドゥ・フルール）中村ゆか里（ヴァイオリン）姉、中村里奈（ヴァイオリン）妹
【曲目】四季/ヴィヴァルディ、リベルタンゴ/ピアソラ 他
※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

25(火)
10:30開演

全国歌謡段級位認定大会〈ポピュラー〉
【料金】無料 【審査委員】久仁京介、小川ゆき、川英雄、広瀬和夫
【問合】全国歌謡段級位認定委員協会 045-363-1244(山田)

2019.6 6月の休館日 ◇ 1１日(火)

音楽ホール

1(土)
18:30開演

Joyful Concert Vol.29〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】丹澤広樹(Vn)、本山望(Pf)、丹澤規子(Pf)、松本文(Vc)
【曲目】ピアノとヴァイオリンのためのソナタ OP.47 クロイツェル 1楽章/ベートーヴェン
【問合】なかざわピアノ広場 045-362-0704(本山)

3(月)
14:00開演

第34回手造りコンサート「冬の旅」〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉2,000円 【出演】嘉山路晴(バリトン)、嘉山淳子(Pf)
【曲目】歌曲集「冬の旅」全曲/シューベルト 【問合】ドイツリート・サロン 090-9003-0900(嘉山)

6(木)
14:00開演

齊藤祐紀 堀内士功 ジョイントコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般:2,000円 【出演】齊藤裕紀(ソプラノ)、堀内士功(バリトン)、河崎恵(ピアノ)
【曲目】オペラ「電話」(日本語上演)/メノッティ 【問合】緑音葉研究室 080-5478-8156(堀内)

9(日)
14:00開演

第31回石川洋子ギター＆ウクレレスチューデンツコンサート〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】石川洋子ギター＆ウクレレ教室の生徒
【曲目】魔笛による主題と変奏/F.ソル 【問合】石川洋子ギター＆ウクレレ教室 045-803-7129(石川)

14(金)
14:00開演

皆んなで唄おう！第14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】てるてる坊主/中山晋平 【問合】楽団GHQ(山藤卓) 045-715-4074 (サンドウ)

16(日)
14:00開演

トリオ・シントラ 第8回演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】姜愛玲(Pf)、中富正晴(Vn)、三田村忠芳(Va)、斉藤英裕(Vc) 他
【曲目】ピアノ五重奏曲第2番変ホ長調/G・フォーレ 【問合】トリオ・シントラ 045-911-3042

17(月)
18:30開演

春の想い La luminescence No.3〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉自由券:2,300円
【出演】井上恵美(Sop.)、福井早枝子(Sop.)、鈴木沙喜代(Sop.)、須永藤子(Pf)
【曲目】春の声/シュトラウス 【問合】彩音会(group Ayane) 080-3127-6136(須永)

18(火)
10:30開演

プリマベラ・コンサート〈クラシック〉
【料金】無料 【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795(木下)

21(金)
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)

※このご案内は5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。

22(土)
10:30開演

アンサンブル・ノア みんなのコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉 大人(中学生以上)1,500円、こども(1歳以上)500円
【出演】清村麻亜知(Sx)、斎藤麻衣(Vc)、大西望(Pf)
【曲目】小さな世界/シャーマン兄弟 【問合】アンサンブル・ノア 045-435-5984

23(日)
13:30開演

GAKUTEN MUSIC チェロ発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】GAKUTEN MUSIC チェロ教室
【曲目】チェロソナタ/ラフマニノフ 他 【問合】GAKUTEN MUSIC 090-1124-0769(谷口)

27(木)
14:00開演

すい蓮にっこり二胡教室発表会〈伝統音楽〉
【料金】無料・入場自由 【出演】すい蓮二胡教室 生徒、にっこり二胡教室 生徒
【曲目】女人花/陳燿川 【問合】すい蓮二胡教室 090-8478-4423(氏永)

30(日)
18:30開演

奥山音楽研究室 研究会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】奥山千賀子(メゾソプラノ)、浅川寿子(ピアノ)、奥山音楽研究室 生徒
【曲目】アリオダンテ/ヘンデル 【問合】奥山音楽研究室 045-922-4328(奥山)

第67回 あさひ亭まねき寄席 横浜出身大集合！七夕寄席

2019年7月7日（日） 開場 13:30 / 開演 14:00
雷門 助六（落語）、三遊亭 遊史郎（落語）、桂 小すみ（俗曲）、小泉 ポロン（マジック）
一般 2,000円 (当日2,200円) / 中学生以下 1,000円 (当日1,200円) / ペア券 3,500円(前売のみ)

4月 サンハート主催公演後記

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）

第66回 あさひ亭まねき寄席 ——春爛漫落語会——

大人気のあさひ亭まねき寄席！
今回は落語から寄席文字、漫才
まで、盛り沢山の内容でお送りし、
会場から沢山の笑顔が溢れました。
お客様による感想を一部掲載させ
ていただきます。

平成31年4月20日(土)

——— 「寄せ字の話は初めてで、客で埋まるように余白を
少なくするという縁起を担いだ字ということで作品が素晴らし
かった。また、会場から要望を聞いたのは、客も参加でき楽し
かった。 」 （女性）

——— 「話題が親しみのあるもので好評。話し方、スピード、
口吻など、高齢者の多い観客には最高だった。 観客との一
体感が感じられ、場内をほんわかとした気分にさせてくれ、満
場爆笑の感があった。 」 （男性）

——— 「さすが「噺」の専門家は違うという印象が残ってお
り、 再度、きちんと聴いてみたく思いました。 また、地元二俣
川で、これほど盛んに寄席が開かれているのですから、なお
さらです。 」 （男性）

次回、第67回あさひ亭まねき寄席は、7月7日（日）七夕寄席☆彡
お電話 ・ 窓口 ・ インターネット で、チケット好評販売中です！

橘 右雀（寄席文字）

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、サンハートまでお問い合わせください！


