
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）

夏休み子ども体験講座2019
7月29日（月）～8月3日（土）
ハンドベル 9:30～10:30(初心者)

10:40～11:55(経験者)
ゴスペル 13:30～15:30

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？
7/3(水)、7/5(金)、7/ 11(木) 、7/18 (木)

第67回あさひ亭まねき寄席
横浜出身大集合！七夕寄席

7月7日（日）14：00開演 ホール

7月開催
サンハートホールでピアノを

弾いてみませんか？

7/3(水)、7/5(金)、7/ 11(木)、7/18(木) 全4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。

7/16(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！

7月休館日 7/9(火)

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

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

ワンコインコンサートVol.10
7月1日（月）14：00開演 ホール

おはなしかい
7月16日（火）10：30開演ホールロビー

7/1(月)

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

ワンコインコンサートVol.10

〈会場〉サンハート ホール 〈時間〉14:00開演
〈料金〉全席自由500円〈出演〉木管五重奏 Ensemble Reise

7/29(月)

～8/3(土)

サンハートでこの夏の思い出を作ろう！

夏休み子ども体験講座2019
イングリッシュハンドベル／ゴスペル

〈練 習〉7/29(月)～8/2(金)
ハンドベル 9:30～10:30(初心者)/10:40～11:55(経験者)
ゴスペル 13:30～15:30(途中休憩あり)

〈発表会〉8/3（土）ハンドベル10:30開演/ゴスペル14:30開演
〈受講料〉4,500円(ハンドベル・ゴスペルともに)
〈対 象〉ハンドベル:小3～中3/ゴスペル:小1～中3
〈定 員〉ハンドベル:1クラス20名(計40名)/ゴスペル:50名

7/7(日)
第67回 あさひ亭まねき寄席
横浜出身大集合！七夕寄席

〈会場〉サンハート ホール 〈時間〉14:00開演
〈料金〉全席指定（未就学児入場不可）
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。 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

横浜市旭区民文化センター
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サンハート取り扱いチケット〈 窓口販売のみ 〉

6/21（金）
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円
主催：新宿ともしび・横浜友の会

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円/子供500円
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円
主催：（有）ハルモニアハウス

7/20（土）
14:00開演

ソレイユフィルハーモニーオーケストラ
第６回チャリティコンサート
会場：ホール 料金：全席自由 前売券500円
主催：ソレイユフィルハーモニー

7/28（日）
11:15開演

’19 横浜旭ジャズまつり
会場：こども自然公園野球場 料金：前売券3,000円
主催：旭ジャズまつり実行委員会

10/23（水）

14:00開演

横浜音祭り2019 横浜18区コンサート 阪田知樹
会場：音楽ホール
料金：全席指定 一般 2,500円 学生2,250円
主催：横浜アーツフェスティバル実行委員会

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円/ペア 2,500円
主催：セーラーズ

8/4(日)

11:00開演

JAZZ FOR KIDS
0歳から入場OK！はじめての親子ジャズ

〈会場〉サンハート ホール
〈出演〉江藤良人バンド

江藤良人(Dr)､高澤綾(Tp)､宮本貴奈(Pf)､井上陽介(B)
〈料金〉全席指定(※2歳以下膝上無料 ⇒席を必要とする場合チケット必要)

一般 2,000円 / 小・中学生 1,000円 /未就学児500円/
ペア券3,500円(前売のみ)
「サンハート友の会」会員割引対象公演。

8/4(日)

12:45開演

アイルランドの風
～アイルランドと英国の伝統音楽

アイルランドと英国のバロック音楽～

〈会場〉サンハート 音楽ホール
〈出演〉守安功＆雅子(Paddy＆Bridget)
〈料金〉全席自由（未就学児入場不可）
一般 1,000円 / 小・中・高校生 800円

「サンハート友の会」会員割引対象公演。

8/4(日)

14:00開演

Sing in Chorus
楽譜は読めなくても大丈夫！一緒に楽しく歌いましょう！

〈会場〉サンハート ホール
〈出演〉藤原規生（コーラスリーダー）
〈料金〉全席自由（未就学児向けのプログラムはありません）

大人 800円 / 小・中・高校生 500円 / 未就学児無料

8/4(日)

15:30開演

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〉Yumiko（フルート）、朝香智子（ピアノ）
〈料金〉全席自由（未就学児入場不可）
一般 1,000円 / 高校生以下 800円

「サンハート友の会」会員割引対象公演。

8/9(金)

10:30上映

あさひ名画座forキッズ×すくすくキッズプログラム番外編

劇場版 パペット・アニメーション

ムーミン谷の彗星

〈会場〉サンハート ホール
〈料金〉全席自由
一般 800円 / 小学生以下 300円 / 親子ペア券 1,000円(前売のみ)

9/6(金)

14:00開演

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

ワンコインコンサートVol.11

〈会場〉サンハート ホール
〈出演〉マリンバデュオ Luz

中野志保（マリンバ）、小嶋義貴（マリンバ）
〈料金〉全席自由500円(未就学児入場不可）２０１９．８．４ (Sun) 10:00～17:00

子どもから大人まで楽しめる、サンハート１日解放デー！音楽に触れる一日！

♪JAZZ FOR KIDS
はじめての親子ジャズ 歌って踊ってみんなで盛り上がろう

10:30 開場 11:00 開演 ＠ホール

♪アイルランドの風
～アイルランドと英国の伝統音楽 アイルランドと英国のバロック音楽～

12:15 開場 12:45 開演 ＠音楽ホール

♪Sing in Chorus
楽譜は読めなくても大丈夫！一緒に楽しく歌いましょう！

13:30 開場 14:00 開演 ＠ホール

♪Summer Concert
～夏にちなんだ名曲をお届けします～

15:00 開場 15:30 開演 ＠音楽ホール

♪みっこお姉さんと、ロックしちゃう！
手作り楽器を作って、リズム遊びを楽しもう！

①12：10～13：00 ②15：15～16：05 ＠カルチャー工房

♪ハンドメイドワークショップ2019
手作りの楽しさを堪能！大人も子供も楽しめる手作り作品ワークショップです。

11：00～17：00 ＠ミーティングルームAB

♪PICTURE BOOK FESTA
絵本に特化したFESTAを開催！恒例のおはなしかいや絵本限定のいちにち図書館、
絵本作りワークショップも登場します！

10：00～17：00 ＠アートギャラリー

ママにも安心！
授乳室・おむつ替えスペース・

ベビーカー置き場あり！



アートギャラリー
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)

7/2(火)
～7/8(月)

第30回 旭フォト21 写真展(昭和の香り)〈写真の展示〉
【時間】10:00～18:00(初日713:00～、最終日～16:00)
【料金】無料・入場自由 【問合】旭フォト21 045-361-5768(佐藤)

7/10(水)
～7/15(月・祝)

第11回 スケッチ ハイキング会展〈水彩・パステル〉
【時間】10:00～17:00(初日12:00～、最終日～16:00)
【料金】無料・入場自由 【問合】スケッチ ハイキング会 045-303-3912(春日井)

7/23(火)
～7/29(月)

第11回 つくしの会 絵画展〈油彩、水彩、アクリル 他〉
【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】つくしの会 045-367-1437(永福)

ホール

1(月)
14:00開演

ワンコインコンサート Vol. 10〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉500円

【出演】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)

【曲目】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

【問合】※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

7(日)
14:00開演

第67回あさひ亭まねき寄席〈寄席〉

【料金】〈全席自由〉一般券:2,000円/当日券: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)

【出演】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)

【問合】※サンハート自主事業です。詳細は表面をご覧ください。

7(日)
19:00開演

二俣川イブニングコンサート〈ゴスペルと日本の音楽〉
【料金】無料・入場自由 【出演】永楽教会ホサナ聖歌隊、チャン・セワン(指揮)、永楽教会管弦楽団
【曲目】アメイジング・グレイス/作曲者不詳
【問合】宗教法人 横浜さちが丘キリスト教会 090-8443-7835(神谷)

15(月・祝)
13:30開演

ピアノコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】長谷川由美子(Pf)、小野啓太(Pf)、山本樹生(Pf)、古目谷凰(Pf)
【曲目】ソナタ/ベートーヴェン 他 【問合】ピアノの会 045-846-0225(長谷川)

17(水)
14:00開演

石田泰尚ヴァイオリン・リサイタル2019〈クラシック〉
【料金】〈全席指定〉前売券:3,500円、当日券:4,000円 【出演】石田泰尚(ヴァイオリン)、中島剛(ピアノ)
【曲目】ヴァイオリン・ソナタ第1番 へ長調 作品8/グリーグ
【問合】(有)ハルモニアハウス 043-424-5105(平井)

20(土)
14:00開演

ソレイユフィルハーモニーオーケストラ 第6回チャリティコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉500円 【出演】渡辺領子(指揮)
【曲目】交響曲第35番ニ長調K.385 ハフナー/モーツァルト
【問合】ソレイユフィルハーモニーオーケストラ 080-9775-3723(霜島)

26(金)
13:30開演

箏 糸遊び 音遊び サマーコンサート〈伝統音楽〉
【料金】無料・入場自由 【出演】安室雅子、設楽瞬山、藤井千影、片岡啓一 【曲目】上弦の曲/沢井忠夫
【問合】箏 糸遊び 音遊び 045-301-6836(安室)

28(日)
19:00開演

サマーコンサート2019 ～矢島音楽教室発表会～〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】浅井結良(Pf)、佐藤彩音(Pf)、鈴木優奈(Pf)、矢島繁子(Pf)
【曲目】別れの曲/ショパン 【問合】矢島音楽教室 045-951-2416(矢島)

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2019. 7 7月の休館日 ◇ 9日(火)

音楽ホール

6(土)
19:00開演

コンブリオ 第5回 歌とピアノの発表会〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】冨岡麻紀子(メゾソプラノ)、増田貴代子(ソプラノ)、その門下生達
【曲目】オペラ「カルメン」よりハバネラ/ビゼー 【問合】ビリティスの歌 045-383-5395(冨岡)

7(日)
14:00開演

Otona ミュージックフェスティバル〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】マリズミュージック、響乃ミュージックコーデ・サロン 【曲目】謝肉祭より/シューマン
【問合】マリズミュージック 090-7426-0160(猪瀬)

10(水)
10:00開演

翠梢会 民謡教室発表会〈伝統音楽〉
【料金】無料 【出演】清野明子(EMI)、田中志穂(津軽三味線) 【曲目】全国各地の民謡
【問合】翠梢会 045-301-2694(清野)

14(日)
13:30開演

ARCOBALENO クラリネットリサイタル〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】佐藤実穂子(B♭CL)、藤田明子(A CL)、中森貴士(B♭CL)、山本伸子(B♭CL)
【曲目】グランデュオ コンチェルタンテ/C.M.von ウェーバー 【問合】バセットサウンド 090-8508-5139(杉本)

18(木)
14:00開演

チャリティコンサート 木村天山歌う アジア・ストリート チルドレン支援〈歌謡曲・演歌〉
【料金】〈全席自由〉3,000円 【出演】木村天山(歌)、千葉真庚(ギター)、辻友子(ピアノ)
【曲目】影を慕いて/古賀政男 【問合】木村天山 045-323-1981(木村)

20(土)
13:00開演

かわせ音楽事務所♪特別企画コンサート〈クラシック・ポピュラー・リクエスト即興演奏〉
【料金】無料・入場自由 【出演】古川雅子(ピアノ)、今似美樹(歌)、昆一成(ピアノ)、清水杏奈(フルート)
【曲目】狼は天使の匂い/フランシス・レイ
【問合】かわせ音楽事務所♪(ピアノサークルドルチェと共同企画) 090-6186-7698(かわせ)

21(日)
14:00開演

みんなで歌おう！唱歌・童謡・日本の歌〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉1,000円、中学生以下無料
【出演】横浜桃の会合唱団、鶴岡恵(sop)、吉野真紀子(alt)、森恵(Pf) 【曲目】花の街/團伊玖磨 他
【問合】日本の唱歌・童謡を歌い継ぐ「横浜桃の会」 090-9816-3391(鶴岡)

23(火)
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6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。

25(木)
16:00開演

おさらい会2019〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】笹倉美香子、内田久美子 【問合】笹山美香子 045-922-5653

27(土)
13:30開演

ピアノ発表会2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】大友音楽教室 生徒、賛助出演 クラリネット奏者
【曲目】月の光/ドビュッシー 他
【問合】大友音楽教室 045-805-1618(大友)

27(土)
19:00開演

日本のうた～フィンランドのうた vol.5〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉大人 前売券:1,500円/当日券:2,000円

小・中・高校生 前売券:1,000円/当日券:1,500円
【出演】島田博子(ソプラノ)、島田広(ピアノ) 【曲目】そよげ葦(あし)/ジャン・シベリウス
【問合】うたを楽しむ会 090-9002-0725(島田)

28(日)
13:30開演

鈴木ヴァイオリン教室〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【問合】鈴木ヴァイオリン教室 045-620-8675(小山)

30(火)
14:00開演

楽遊会〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般券:2,000円、シニア・学生券:1,500円
【出演】三浦久子(フルート)、グルーバー＆マクラー(ギターデュオ)、鈴木典子(ピアノ)、中里真由美(ピアノ)
【曲目】リベルタンゴ/ピアソラ 【問合】楽遊会 047-332-5143(鈴木)

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！

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)

7月 サンハート主催公演告知

ワンコインコンサート Vol. 10 (木管五重奏)

気軽にクラシックを楽しんでいただくために、
お届けしているワンコインコンサートはついに
10回目を迎えます。「クラシックのコンサートは
敷居が高そう…。」「クラシックは曲がわからな
い…。」と思っている方にも楽しんで頂けるよう
なプログラムとお手頃な金額設定になっており
ます！もちろんいつもクラシックを楽しんでいる
方にも満足していただけるコンサートです！
おかげ様で、リピーターも多いコンサートです◎

今回は木管五重奏のアンサンブル ライゼさんにご出演いだたき
ます。オーボエ奏者の山西由莉さんはなんと旭区出身で、サンハー
トで毎年行われているアンサンブル・オーディションに参加してくだ
さり、同オーディションにて優秀賞を受賞されたことにより、今回のワ
ンコインコンサートにご出演いただくことになりました。

神奈川県横浜市出身。二俣川小学校卒業。万騎が原
中学校吹奏楽部にて12歳よりオーボエを始める。 平成30年東京音
楽大学器楽専攻オーボエ科を首席で卒業。 現在は日本国内のプ
ロオーケストラや吹奏楽団に多数客演を務める他、ソロや室内楽の
演奏会を主に、フリーランスのオーボエ奏者として積極的に活動中。

お電話 ・ 窓口 ・ WEB にてチケット好評販売中！

7月1日(月) 13:30開場 14:00開演 ※公演内容は表面をご覧下さい。

山西由莉（オーボエ）

＼ ７/７（日）14時～はこちら！ ／

Ensemble Reise （ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ ﾗｲｾﾞ）


