
サンハート取り扱いチケット〈 窓口販売のみ 〉

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

7/23（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 一般券2,000円
主催：新宿ともしび・横浜友の会

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

自己紹介を兼ねて曲目の内容をプロローグ
形式で音色を加味して説明してくれたことは
聴衆者にとって音楽の味わいがより深まった
感がして良かった。 ビバルディ「四季」と日本
の四季の歌を対比させた演出は見事でした。熱の入れ方が違うと感じました。 後半の
プロコフィエフのソナタ二重奏は軽快さと重厚さが入交った良い曲でした。（男性）

とても幸せな時間を過ごすことができ、いつまでも大切にしたいコンサートになりました。
（男性）

※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。

アートギャラリー

8/4(日)

PICTURE BOOK FESTA〈絵本〉
★10:00～10:30 サンハートよみきかせサポーターによるおはなしかい
※未就学児対象・無料・申込不要
★10:00～17:00 (13:00～14:30の間は他イベント開催の為一時閉鎖）絵本限定いちにち図書館
※入場自由・無料・申込不要
★13:00～14:30 想像力で心と頭を育む！手作り絵本工房
参加費500円・定員15名（4歳～小学校2年生対象）※事前申込必要
【問合】※サンハート主催事業です。詳細は表面をご覧ください。

8/6(火)
～8/12(月・祝)

第12回都岡写友会写真展〈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】都岡写友会 045-953-6994(杉澤)

8/27(火)
～9/1(日)

旭区を描く〈絵画展〉
【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】旭美術協会 045-363-7267(佐藤)

ホール

4(日)
11:00開演

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〈ジャズ〉

【料金】〈全席指定〉一般:2,000円、ペア券:3,500円(前売りのみ)、小・中学生:1,000円

未就学児:500円、2歳以下膝上無料 ※2歳以下でも席を必要とするお子様はチケットが必要です。

【出演】江藤良人(ドラムス)、高澤綾(トランペット)、宮本貴奈(ピアノ)、井上陽介(ベース)

【曲目】Sing Sing Sing、In The Mood 、夢をかなえてドラえもん 他

【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

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！〈合唱〉

【料金】〈全席自由〉大人:800円、小・中・高校生:500円、未就学児無料 【出演】藤原規生(コーラスリーダー)

【曲目】さとうきび畑/寺島尚彦、Santa Lucia (ナポリ民謡) 他

【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

9(金)
10:30上映

サンハート区民企画 あさひ名画座 forキッズ ムーミン谷の彗星 Comet in Moominland〈映画上映〉
【料金】一般:800円、小学生以下:300円、親子ペア券:1,000円(前売りのみ)
【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

10(土)
14:00開演

The PIANO QUARTET〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般券:3,000円、学生券:2,000円
【出演】五味田恵理子(ピアノ)、猶井悠樹(ヴァイオリン)、中村翔太郎(ヴィオラ)、小畠幸法(チェロ)
【曲目】ピアノ四重奏曲第3番ハ短調作品60/ヨハネス・ブラームス
【問合】The Piano Quartet 080-5475-8566(小畠)

11(日)
13:30開演

第19回コンサート・コーモド〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】山浦美千恵、熱田鷹丸、ワークショップの仲間たち
【曲目】語りと歌による「どんぐりと山猫」/栁沼和子 【問合】コンサート・コーモド 045-301-3181(栁沼)

16(金)
11:00開演

アフリカ月間2019 アフリカおはなしかい (ミニ演奏あり)〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】サンハートよみきかせサポーター(読み聞かせ)、中野志保・小嶋義貴(打楽器演奏)
【対象】０歳～２歳児(３歳以上のお子様も大歓迎！) 【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

17(土)
10:00開演

フォルティシモ 発表会〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】木下早苗、他 講師の皆さん 【曲目】フォルティシモ音楽館の教室生の皆さんによる発表会
【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795(木下)

18(日)
16:00開演

たんぽぽ追悼コンサート 2019夏〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】キンタ、ヨダッチ 【曲目】たんぽぽの道/依田 【問合】たんぽぽ 090-1836-7457(依田)

22(木)
13:00開演

きょうされん40周年記念映画「星に語りて」上映会〈映画上映〉
【料金】〈全席自由〉一般券:1,000円 【問合】きょうされん神奈川支部 045-334-0491(渡邉)

23(金)
14:00開演

シルバーカレッジ(シルバー世代のこれからの「備え」を考える)〈セミナー〉
【料金】無料・入場自由
【出演】志藤洋子(日本在宅ケアアライアンス事務局次長)、谷口佳充(三井住友信託銀行 人生100年応援部 部長)
【問合】三井住友信託銀行 二俣川支店 0120-860-377(豊田)

24(土)
15:00開演

NopiaRaguit 音楽教室 発表会 ～Summer Live 2019～〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】NopiaRaguit 音楽教室 【問合】NopiaRaguit 音楽教室 080-4117-9093（岡田）

31(土)
13:00開演

第46回ピアノの発表会〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】大坪淳子(P)、黒﨑功美子(P)、片寄真未(P)、波多真由美(P)
【曲目】鐘/ラフマニノフ 【問合】藤代ピアノ・リトミック教室 090-2541-8396(藤代)

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. 8 ８月の休館日 ◇ 20日(火)、21日(水)

音楽ホール

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～〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般:1,000円、小・中・高校生:800円 【出演】守安功、守安雅子
【曲目】ダニー・ボーイ、「世界貿易センタービル」 /ヴィンセント・ブロドリック、「愛のグラウンド」/ゴッドフリー・フィンガー 他
【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

4(日)
15:30開演

SummerConcert ～夏にちなんだ名曲をお届けします～〈クラシック、ポップス〉
【料金】〈全席自由〉 一般:1,000円、小・中・高校生:800円 【出演】Yumiko(フルート)、朝香智子(ピアノ)
【曲目】「アルルの女」よりメヌエット、涙そうそう、浜辺の歌、少年時代 他
【問合】※サンハート主催公演です。詳細は表面をご覧ください。

9(金)
18:00開演

コンテンポラリーリコーダー サマーリサイタル2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】山内達郎(A・リコーダー)
【曲目】無伴奏チェロ組曲より/J.S.バッハ 【問合】ジェースムジクス 045-392-9279(山内)※商用不可

10(土)
14:30開演

第5回歌のフリーマーケット〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】原富美子(ソプラノ)、奥野みね子(ミゾソプラノ)、片貝裕一(バリトン)、逢見泰一(テナー)
【曲目】ラ・ボエームより私の名はミミ/プッチーニ 【問合】うたうメルヘン 045-302-6147(逢見)

10(土)
18:25開演

第29回ギター発表演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】教室生徒
【曲目】カノン/J.パッヘルベル 【問合】ますぶちギター教室 046-232-0576(増渕)

11(日)
15:00開演

サマーコンサート2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】舞台音楽研究会、ヴェラ ヴォーチェ
【曲目】魔笛/モーツァルト 【問合】舞台音楽研究会 045-303-4860(江森)

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。料金や詳細は、サンハートまで！

６月 サンハート主催公演後記

Violin Duo デュオ・ドゥ・フルール
～珠玉の名曲をお届けします～ 出演：中村ゆか里、中村里奈

令和元年6月22日(土) 13:30開場 14:00開演

左から中村ゆか里さん、サンハート
館長、中村里奈さん

16(金)
10:00開演

二俣川童謡を歌う会〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉500円 【出演】木下健(バリトン)、木下早苗(ピアノ)
【曲目】夏にちなんだ童謡や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)

17(土)
17:30開演

SHONAN CLARINET 発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】SHONANクラリネットの会
【曲目】クラリネットソナタ/サン・サーンス 他 【問合】湘南クラリネット 090-4963-3377(ハシダ)

18(日)
14:00開演

ゴーシュの会 第8回チェロ発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】鈴木奈津子(Pf.)、田川佐麻里(Vn.)、浅岡理恵(VC.)、門下生
【問合】ゴーシュの会 045-852-5537(浅岡) (宇田川)

19(月)
14:00開演

皆んなで唄おう！第15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】知床旅情/森繁久弥 【問合】楽団GHQ(山藤卓) 045-715-4074 (サンドウ)

23(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)

25(日)
14:00開演

体験レッスン付 オカリナコンサート〈ポピュラー・歌謡曲・演歌〉
【料金】無料・入場自由 【出演】出濱美香(オカリナ)、佐藤美紀(ピアノ)、二俣川オカリナの会
【曲目】川の流れのように/見岳章
【問合】二俣川オカリナの会(ライリッシュ・オカリナ連盟横浜西会) 070-3281-9166(出濱)

25(日)
18:30開演

ティムとグレッグのゴスペル日本ツアー〈ゴスペル〉
【料金】有料・自由席 【出演】Timothy Riley、Gregory Kelly
【問合】ゴスペル・ファミリーネットワーク 090-6981-7761(アダチ)

26(月)
19:00開演

杉山和駿ヴァイオリンリサイタル〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】杉山和駿(Vn)、横田知佳(Pf)
【曲目】ヴァイオリンソナタ第３番ニ短調Op.108/ブラームス 【問合】045-754-3618(杉山)

サンハートにて毎年行われる「アンサンブ
ル・オーディション」にて最優秀賞を受賞した
組に出演いただき、行われる受賞記念コン
サート。今回は昨年度、最優秀賞を受賞し
た姉妹に出演していただきました。迫力のあ
る演奏とお二人の姉妹ならではのトークで、
皆さんの心をぎゅっと捕まえられましたね！
ここでお客様による感想を一部掲載させて
いただきます。

気軽に寄り道クラシック 姉妹が奏でる極上の音色 ◇チケット販売中◇

2019年12月13日（金） 開場 19:00 / 開演 19:30
[全席自由] 一般1,000円 / 高校生以下800円 ※当日各200円増、未就学児入場不可

次回お二人には、音楽ホールにて夜のコンサートにご出演いただきます！

※このご案内は7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。



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）

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？
8/13(火)、8/15(木)、8/ 16(金)

サンハートオープンデー2019
8月4日（日）10：00～17：00 全館

●JAZZ FOR KIDS
●Sing in Chorus
●アイルランドの風
●Summer Concert
●みっこお姉さんと、ロックしちゃう！
●ハンドメイドワークショップ2019
●絵本限定いちにち図書館
●おはなしかい
●想像力で心と頭を育む！手作り絵本工房
●ミニコンサート

チケット好評販売中！
お申込みは、お電話・窓口・WEBにて！

8月休館日 8/20(火)・21(水）

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

夏休み子ども体験講座2019 
8月3日（土） ホール
ハンドベル講座発表会 10：30開演予定
ゴスペル講座発表会 14：30開演予定

アフリカ月間2019

アフリカおはなしかい（ミニ演奏あり）

8月16日（金）11：00開演 ホール

8/3(土)
夏休み子ども体験講座2019 

ハンドベル・ゴスペル講座発表会

〈会場〉サンハート ホール
〈時間〉ハンドベル10:30開演予定／ゴスペル14:30開演予定
〈料金〉無料〈出演〉体験講座受講生のみなさん

7/26(金)

締切

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
ゴスペル

〈練 習〉7/29(月)～8/2(金) 13:30～15:30(途中休憩あり)
〈発表会〉8/3（土）14:30開演 〈講 師〉金井恵理花
〈受講料〉4,500円 〈対 象〉小1～中3 〈定 員〉50名

8/18(日)

締切

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

定員に達しなかった場合、締切を延長する場合があります
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

8

9/24(火)

10:30開始

すくすくキッズプログラム
ママのための

スマホで可愛く♡赤ちゃん撮影術

〈会場〉サンハート ホール
〈講師〉塚田さなみ、かとうめぐみ
〈料金〉1,000円（子供無料）〈定員〉40名
〈持ち物〉お手持ちのスマートフォン、筆記用具

9/29(日)

13:30上映

あさひ名画座第18弾

『四つの恋の物語』

〈会場〉サンハート ホール
〈料金〉全席自由 前売700円 /当日800円

※前売券が完売の場合、当日券の販売・立見席はございません。

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）

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
8月9日（金）10：30上映ホール

8/9(金)

あさひ名画座forキッズ×すくすくキッズプログラム

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
〈時間〉10:30上映
〈料金〉一般800円/小学生以下300円/親子ペア券1,000円

※親子ペア券は前売りのみ

8/16(金)

アフリカ月間2019

アフリカおはなしかい(ミニ演奏あり)

〈会場〉サンハート ホール 〈時間〉11:00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
〈出演〉読み聞かせ：サンハートよみきかせサポーター

打楽器演奏：中野志保、小嶋義貴

8月開催
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？

8/13(火)、8/15(木)、8/ 16(金) 全3日間

※8/16(金)のみ14:00～21:00の開催

〈会場〉サンハート 音楽ホール
〈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

10/10(木)

10:00開始

すくすくキッズプログラム

もうすぐハロウィン

聞いて！ハモって！はじけちゃおう！

〈会場〉サンハート ホール
〈出演〉ピアノデュオ新崎姉妹（ピアノ）

比嘉祥人（クロマティック・ハーモニカ）
〈料金〉1,000円(親子ペア券)、700円(大人)、500円(子供)
〈定員〉50組100名

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
〈会場〉ホール〈時間〉11:00開演
〈料金〉全席指定 一般2,000円/ペア券3,500円(前売りのみ)/

小・中学生1,000円/未就学児500円
※2歳以下膝上無料(席を必要とする場合はチケット必要)

●Sing in Chorus
〈会場〉ホール〈時間〉14:00開演
〈料金〉全席自由 大人800円/小・中・高校生500円/

未就学児無料(未就学児向けプログラムなし)

●アイルランドの風
〈会場〉音楽ホール〈時間〉12:45開演
〈料金〉全席自由 一般1,000円/小・中・高校生800円

※未就学児入場不可

●Summer Concert
〈会場〉音楽ホール〈時間〉15:30開演
〈料金〉全席自由 一般1,000円/小・中・高校生800円

※未就学児入場不可

●ミニコンサート
〈会場〉ホールロビー〈時間〉①12:10～12:30②15:05～15:25
〈料金〉入場自由・無料

●みっこお姉さんと、ロックしちゃう！
〈会場〉カルチャー工房〈時間〉①12:10～13:00②15:15～16:05
〈料金〉300円 〈定員〉各回11組(保護者付添は1名まで)
※当日整理券配布10:00～（先着順）

●ハンドメイドワークショップ2019
〈会場〉ミーティングルームA･B〈時間〉11:00～17:00
〈料金〉入場自由・各店舗によって参加費が異なります

●絵本限定いちにち図書館
〈会場〉アートギャラリー〈時間〉10:00～17:00
〈料金〉入場自由・無料(13:00～14:30の間は他イベント開催の為一時閉鎖)

●おはなしかい
〈会場〉アートギャラリー〈時間〉10:00～10:30
〈料金〉入場自由・無料・申込不要〈対象〉未就学児

●想像力で心と頭を育む！手作り絵本工房
〈会場〉アートギャラリー〈時間〉13:00～14:30
〈料金〉500円(事前申込必要/電話・来館にて受付中)
〈対象〉4歳～小学校2年生〈定員〉15名

●あさひくん握手会
●あさひくんぬりえコーナー
〈会場〉情報コーナー〈時間〉10:00～17:00
〈料金〉入場自由・無料 ※あさひくんがいつ現れるのかはお楽しみに！

高澤 綾(Tp) 井上 陽介(B)宮本 貴奈(Pf)江藤 良人(Dr)

藤原規生

守安功&雅子

Yumiko（Fl) 朝香智子（Pf)

真夏の名曲尽くし！パワフルな2人がお
届けするフルート×ピアノのコンサー
ト！聴きなじみのあるクラシック音楽、
童謡、ポップス、と盛り沢山なプログ
ラムをご用意！ご一緒に歌うコーナー
もございます！皆さんでサマーコン
サートを満喫しましょう。

このコンサートには、プログラムがありません。
雰囲気や反応や、みなさんとのやり取りの中から、その都
度、1回限りのかけがえのない物語を、一緒に作ってゆき
ます。今日は、どんな曲が、そしてどんなお話が飛び出す
のでしょうか。

アイルランドに1年の3分の1の期間滞在しているお二人が
演奏する、本格的なアイルランド音楽をお楽しみください。

例えば、かの有名な歌、大きな古時計。日本語の歌詞と英語
の歌詞ではまるで意味合いが違います。普段何気なく聞いて
いる、そして歌っている名曲には、知られざる“内容”が多く
散りばめられているのです。
このSing in Chorusでは、ピアノの伴奏と共に歌を一緒に歌
うだけではなく、名曲に隠された意味や成り立ち、時代背景
や作曲家の豆知識などを解説していきます。当日は歌詞カー
ドもお配りします。唱歌やイタリア歌曲の他に、オペラのア
リアも登場しますので、どうぞお楽しみに！

コンサートの他にも魅了的なイベントが盛り沢山！
詳細はサンハートまで是非お問い合わせください！

0歳からのJAZZ


