
魅力を存分に感じられる演奏を皆様にぜひお聴
きいただきたいです。さらにお二人のトークも聞
き逃せません。マリンバを始めたきっかけも、「そ
んなきっかけから!?」と驚いてしまいますよ。 そん
なお二人のマリンバトークは、コンサートでのお

音楽ホール
7(土)

14:00開演

リトルコンサート 《村上音楽教室声楽・ピアノ発表会》〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】村上明子、温井裕人、清水誠二、久米輝代
【曲目】歌に生き恋に生き/プッチーニ 【問合】よこはま音楽研究会 090-8589-6123(村上)

11(水)
14:00開演

阿蘇からの風 小さな木の実コンサート〈童話・コーラス〉
【料金】〈全席自由〉2,000円 【出演】ヨコハマ サーティーフォー(男声合唱)、大庭照子、髙田真理
【曲目】小さな木の実/ビゼー、石川皓也 【問合】NPO法人日本国際童謡館 045-562-1950(髙田)

18(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)

21(土)
13:30開演

初秋の室内楽演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】荒井隆(Vn)、荒井あゆみ(Vn)、粟本安津子(Vc)、入佐弥生(Pf)
【曲目】ヴァイオリン・ソナタ第１番/ブラームス 【問合】音のパレット 090-6544-0117(荒井)

23(月・祝)
14:00開演

第7回デュオ・オブリガート・プラス演奏会「ロシア音楽の追憶」〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉前売券:2,500円、当日券:3,000円 【出演】泉恵子(ヴィオラ)、杉本正(コントラバス)、吉田真梨(ピアノ)
【曲目】バレエ音楽「くるみ割り人形」より/チャイコフスキー 【問合】デュオ・オブリガート 090-9101-0368(杉本)

25(水)
14:00開演

万葉歌...語り、万葉歌手 辻友子〈講読会・万葉集〉
【料金】〈全席自由〉2,000円 【出演】木村天山、辻友子、新野順子 【問合】WILLオフィス 045-323-1981(木村)

26(木)
12:20開演

第12回洸燿会 発表会〈邦楽・民謡〉
【料金】無料・入場自由 【出演】田中洸燿(三味線)、宮澤清(三味線)、高野政利(尺八)、二階堂乾治(津軽三味線)
【曲目】南部じょんから節 【問合】詩吟道洸山流洸燿会 045-366-3320(田中)

30(月)
12:30開演

ハーモニカサークル交歓演奏会〈ポピュラー〉
【料金】無料 【出演】ハーモニカ友の会、瀬谷ハーモニカクラブ、ハーモニカニュースカイ、阿久和ハーモニー
【曲目】二人の銀座/ベンチャーズ 【問合】瀬谷地区ハーモニカサークル連絡会 045-364-2523(藤井)

※このご案内は8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

8/27(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)

9/3(火)
～9/9(月)

ワンショットクラブ 第9回写真展〈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】ワンショットクラブ 045-951-0794(榎本)

9/11(水)
～9/16(月・祝)

追悼 阿部風木子先生 水墨画展覧会〈水墨画 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】木の会 045-361-8155(今井)

9/18(水)
～9/21(土)

2019デイジーハウス作品展vol.24〈トールペイント(アクリル・オイル)〉
【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～15:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】デイジーハウストールペイント 090-3245-3757(押本)

9/27(金)
～9/30(月)

第28回旭区書道展 ～公募～〈書道 公募による書道作品 子ども展(半紙)併設〉
【時間】10:00～18:00(初日10:00～、最終日～16:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】旭区書道家協会 045-381-7364(腰塚)

ホール

6(金)
14:00開演

ワンコインコンサート Vol. 11〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉 500円 【出演】Luz（ルス） 中野志保（マリンバ）、小嶋義貴（マリンバ）
【曲目】チャイコフスキー /「くるみ割り人形」より 、ヘンリー・マンシーニ / ムーン・リバー 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。

8(日)
12:30開演

ピアノ演奏会〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】原口尚子、榊原裕子、榊原奈央、下村和恵
【曲目】プレリュードより/ショパン 【問合】斉藤ミュージック 045-320-6015(斉藤)

14(土)
13:00開演

ダンス発表会〈ジャズダンス・タップダンス・アイドルダンス・シニアミュージカㇽ〉
【料金】無料 【出演】高見澤まり乃、西原翔吾、杉本いぶき
【問合】ミュージック・ハウス・プロダクツ 0120-55-9795(木下)

15(日)
13:45開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り サンハート喬太郎の会〈落語〉
【料金】〈全席指定〉前売券:2,500円、当日券3,000円 【出演】柳家喬太郎、一龍齋貞寿、春風亭ぴっかり☆、ストレート松浦
【問合】よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会 070-6518-5151(駒村)

16(月・祝)
10:00開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り サンハート寄席 第1部〈落語〉
【料金】〈全席指定〉前売券:2,500円、当日券3,000円
【出演】金原亭馬玉、柳亭こみち、春風亭ぴっかり☆、県立希望ケ丘高校パントマイム部
【問合】よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会 070-6518-5151(駒村)

16(月・祝)
13:30開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り サンハート寄席 第2部 フィナーレの会〈落語〉
【料金】〈全席指定〉前売券:2,500円、当日券3,000円
【出演】柳家小せん、一龍齋貞寿、ストレート松浦、県立希望ケ丘高校パントマイム部
【問合】よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会 070-6518-5151(駒村)

24(火)
10:30開演

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〈講座〉
【料金】1,000円（子供無料）
【出演】塚田さなみ（子どもと家族の出張撮影 ナナイロのひかり）、かとうめぐみ（ママとベビーのヨガ/えがおのたね）
【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。

27(金)
14:00開演

ギターと二胡のコンサート〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】AGRI ギタークラブ、二胡きらきら星
【曲目】瑠璃色の地球/平井夏美 【問合】AGRI ギタークラブ 045-921-6264(大熊)

28(土)
13:30開演

女声コーラス「きらら」＆男声合唱団「ひびき」 第３回合同コンサート ～令和の風に歌声を乗せて～〈クラシック〉
【料金】無料・要整理券 【出演】女声コーラス きらら、男声合唱団 ひびき
【曲目】菩提樹/シューベルト 【問合】男声合唱団 ひびき 045-391-6257(山本)

29(日)
13:30上映

サンハート区民企画 あさひ名画座 第18弾 四つの恋の物語〈映画上映〉
【料金】〈全席自由〉前売700円、当日800円 【出演】吉永小百合、和泉雅子、十朱幸代、芦川いづみ 等
【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。

30(月)
12:00開演

第４回歌茶論プレミアム歌謡コンサート〈歌謡曲・演歌〉
【料金】無料・入場自由 【出演】歌謡曲愛唱者18人 【問合】歌茶論 090-2419-2599(梶ヶ谷)

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. 9 9月の休館日 ◇ 10日(火)

友の会第11期 会員募集中 !

※詳細は友の会の募集案内をご覧ください。

ワンコインコンサートvol.10
出演：Ensemble Reise （木管五重奏）

7月 サンハート主催公演後記

令和元年7月1日(月) 13:30開場 14:00開演 （公演終了）

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」
にて優秀賞を受賞した組に出演
いただき、年に数回行われるワ
ンコインコンサート。今回、記念
すべき10回目にご出演くださっ
たのは、木管五重奏のアンサン

ワンコインコンサートvol.11 （マリンバデュオ）

2019年9月6日（金） 開場 13:30 / 開演 14:00
[全席自由] 500円 ※未就学児入場不可

サンハート窓口・お電話・インターネットにてチケット販売中！

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！

ブルライゼさんです。
オーボエ奏者の山西由莉さんは旭区出身ということで、旭区版タ
ウンニュースの人物風土記にも取り上げて頂き、沢山の方にいらし
ていただき、おかげ様でチケットは、当日券が売り止めになりました。
ご来場くださった皆様、誠にありがとうございます。

コンサートでは、曲の間での楽器
紹介や曲紹介等、わかりやすく説
明してくださり、初めて木管五重奏
の演奏を楽しむ方にも、満足して
いただけるコンサートでした！ ５人
の仲の良さも感じられる温かい雰
囲気の中で、私たちもなんだか穏
やかな気持ちにさせられましたね。
最後のアンコールでは、山西さ
んの掛け声で一斉に起立し、アン
サンブルライゼさんの演奏に合わ
せて、会場にいる皆さんと「幸せな
ら手をたたこう」を合唱しました。
満席の会場で、皆で歌うのはとて
も気持ちが良いですね。あっという
間に75分間のワンコインコンサート
は終わってしまいました。今後のご

次回、
ワンコインコンサートvol.11は

9月6日（金）14:00開演

活躍に目が離せませんね！！アンサンブルライゼさん、ありがとう
ございました！

次回のワンコインコンサートvol.11では、
マリンバ奏者のお二人によるコンサート。
同オーディションにて、技術面が評価され、
優秀賞を受賞した組です。

昭和音楽大学の先輩後輩にあたる中野志保
さんと小嶋義貴さん。お二人の世界観は、ステ
ージに上がった瞬間から感じることができます。
一度演奏が始まるとお二人の和やかな雰囲気
とは、考えもつかない力強く繊細な演奏に、思

わず聴き入ってしまいます。二
人の研ぎ澄まされたマリンバの
世界に引き込まれ、マリンバの

小嶋義貴

中野志保

楽しみに！9月6日（金）14:00～サンハートでお待ちしております！

①対象チケット割引販売

②対象チケット優先予約
③催し物案内やチラシをご自宅にお届け
④対象店舗での各種お得なサービス
（二俣川ライフ、ジョイナステラス内一部店舗）

年会費 1,200円



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？
9/2(月)、9/3(火)、9/ 4(水)、9/9 (月) 、
9/17 (火) 、9/24 (火)

おはなしかい
9月13日（金）10：30開演 ホールロビー

9月休館日 9/10(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.11
9月6日（金） 14：00開演 ホール

あさひ名画座 第18弾 四つの恋の物語
9月29日（日）13:30上映 ホール

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Twitter Facebook Instagram
(@sunheartkun) (@sunheart_kun)

☜サンハートの情報はこちらからチェック

横浜市旭区民文化センター
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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

9/29(日)

13:30上映

あさひ名画座第18弾

『四つの恋の物語』

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
マリンバデュオ

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
9月24日（火）10：30開始ホール

サンハート取り扱いチケット〈 窓口販売のみ 〉

8/23（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

9/14（土）

10:00開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り オープニング落語会
JA横浜寄席
会場：JA横浜 本店2F 会議室
料金：全席自由 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

9/14（土）

16:30開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り
ライフ寄席・第一部
会場：相鉄ライフ二俣川4F コミュニティサロン
料金：全席指定 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

9/15（日）

10:20開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り
ライフ寄席・第二部
会場：相鉄ライフ二俣川4F コミュニティサロン
料金：全席指定 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

9/15（日）

13:45開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り
サンハート喬太郎の会
会場：ホール
料金：全席指定 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

9/16
（月・祝）
10:00開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り
サンハート寄席・第1部
会場：ホール
料金：全席指定 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

9/16
（月・祝）
13:30開演

第5回よこはま旭区落語・演芸祭り
サンハート寄席・第2部 フィナーレの会
会場：ホール
料金：全席指定 2,500円
主催：よこはま旭区落語・演芸祭り実行委員会

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

軽やかなマリンバの音色は、見て聴いて
楽しいコンサートとなっております。

〈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

〈プログラム〉
チャイコフスキー/「くるみ割り人形」より
ヘンリー・マンシーニ/ムーン・リバー 他

かわいい我が子をもっとかわいく写真に収める
秘訣、教えます！

〈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

芦川いづみ 十朱幸代
吉永小百合 和泉雅子の美人四姉妹！
それぞれの恋の顛末をコミカルに描く青春映画。

〈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。

Ⓒ日活

9/13(金)

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

令和元年後期
サンハート自主事業ラインナップ

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！！

10月3日（木） おはなしかい

10月10日（木）
すくすくキッズプログラム
ハロウィンコンサート

10月12日（土） 映画上映&朗読会（仮）

10月19日（土）
～20日（日）

第8回アンサンブルオーディション
予選・本選

11月6日（水） おはなしかい

11月10日（日） サンハート演劇祭2019

11月14日（木）
すくすくキッズプログラム
親子ヨガ

11月17日（日） あさひ名画座第19弾

12月7日（土）
～8日（日）

アートマーケット

12月12日（木） おはなしかい

12月13日（金）
気軽に寄り道クラシック
◇ヴァイオリンデュオ

12月19日（木）
すくすくキッズプログラム
リトミック

1月15日（水） おはなしかい

1月19日（日） 第68回あさひ亭まねき寄席

1月26日（日） あさひ名画座第20弾

2月3日（月） おはなしかい

2月11日（火・祝）
バレンタインコンサート
◇弦楽五重奏

3月7日（土） JAZZ LIVE

3月12日（木） おはなしかい

3月15日（日）
ワンコインコンサートVol.12
(子供向け)マリンバトリオ

※日程は変更になる場合がございます。

9/13(金)

締切

第八回アンサンブル・オーディション

参加者募集！

入賞者には、当館が主催するコンサートや、
地域各所でのアウトリーチコンサートにご出演いただき、幅広い世
代のお客様へ音楽の楽しさと素晴らしさを届けていただきます。

〈日程〉予選：10月19日（土）、本選：10月20日（日）
〈募集部門〉「歌とピアノ」「重唱」「ピアノ連弾」
〈参加料〉一組5000円

詳しくはサンハートのホームページ
もしくは、募集要項をご覧ください。

9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？

9/2(月)、9/3(火)、9/4(水)、9/9(月)、9/17(火)、9/24(火) 

〈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


