
音楽ホール
5(土)

18:30開演

クラシック・コンサート〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】竹内孝裕、土田彩心、安藤桃子、堀川早葵
【曲目】華麗なる大円舞曲/ショパン 【問合】押見ピアノ教室 045-303-6279(押見)

6(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 【曲目】ファンタジア/J・ダウランド 【問合】青木ギター教室 045-364-3531(青木)

7(月)
13:30開演

第20回 遠藤隆乙マンドリン教室発表会〈クラシック・ポピュラー〉

【料金】無料・入場自由 【出演】遠藤隆乙マンドリン教室生の皆さん

【曲目】ロミオとジュリエット/ニノロッタ【問合】泉マンドリンクラブ 045-301-2007(中沢)

12(土)
16:00開演

第22回ミュージック・パーティー〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】近藤ピアノ教室生
【曲目】ピアノのためにより「プレリュード」/ドビュッシー 他 【問合】近藤ピアノ教室 045-824-7423(近藤)

13(日)
14:00開演

わたしの大切な歌～思い出の日本の歌～〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般2,500円、高校生以下1,500円 【出演】ゆりの会のメンバー
【曲目】童謡メドレー「いつの日か」/源田俊一郎編曲 【問合】横浜ゆりの会 070-1756-3923(せきぐち)

14(月・祝)
14:00開演

ギターポピュラー音楽コンサート〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】瀧澤覚、小芝和子、竹本正路、福田正孝
【曲目】情熱大陸/葉加瀬太郎 【問合】ギター研究会 ふたば 090-9813-1166(瀧澤)

14(月・祝)
18:30開演

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

※このご案内は9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

10/2(水)
～10/7(月)

布夢彩画展〈古布の柄や模様を生かした絵画〉
【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】布夢彩画愛好会 045-951-9313(岡村)

10/9(水)
～10/14(月・祝)

第19回旭芸術写真会展〈写真展〉
【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】旭芸術写真会 045-367-2259(沖)

10/15(火)
～10/21(月)

嵯峨野美知子 キルトランド作品展〈パッチワーク・キルト(タペストリー・バッグ・ポーチ 他)〉
【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～15:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】嵯峨野美知子キルトランド 045-364-6633(嵯峨野)

10/22(火・祝)
～10/28(月)

第4回彩雅会水彩画展〈水彩画〉
【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～15:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】彩雅会 045-303-6692(中村)

10/30(水)
～11/3(日・祝)

第28回旭美展 (公募)〈油彩・水彩・アクリル・パステル・日本画・水墨画・版画〉
【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】旭美術協会 045-363-7267(佐藤)

ホール
2(水)

13:00開演
気候変動と防災〈講演会〉
【料金】無料 【出演】横浜地方気象台調査官 中根秀行 【問合】横浜旭ロータリークラブ 045-465-6702(五十嵐)

5(土)
11:00開演
14:00開演

おまつりシアター でんがくざ!!〈伝統音楽〉
【料金】おやこ券3,000円、大人2,000円、子ども(3歳～中学生)1,500円【出演】中山洋介、相楽逸枝、杉幸司朗、遊佐愛実
【曲目】おまつりばやし 【問合】田楽座 0265-78-3423(たちかわ)

6(日)
14:00開演

ヴォンネフォルと仲間たち～時代とともにうたわれた歌～〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】浅井優子(Sop)、坂田留美子(P)、伊藤玲子(Sop)、クローバー・ミオ・コール
【曲目】からたちの花/山田耕筰 他 【問合】音の会 045-801-0807(浅井)

10(木)
10:00開演

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！〈サンハート自主事業〉
【料金】1,000円(親子ペア券)、700円(大人)、500円(子ども) 【対象】未就学児
【出演】新崎姉妹(ピアノ連弾:新崎誠実・新崎洋実)、比嘉祥人(クロマティック・ハーモニカ)
【曲目】おもちゃの交響曲/L.モーツァルト、さんぽ/久石譲、運動会メドレー～ハロウィンバージョン～ 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。

12(土)
13:30開演

セロ弾きのゴーシュ朗読会＆上映会〈サンハート自主事業〉
【料金】〈全席自由〉前売券:一般 1,000円、高校生以下500円 (当日各200円増) ※未就学児不可
【プログラム】第一部:朗読とチェロの演奏(朗読:大河内恵津子、チェロ：中野律子)、

第二部:高畑勲監督 アニメーション「セロ弾きのゴーシュ」上映会
【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。

13(日)
13:00開演

Autumn Concert 2019～ミュージックスクール・ミュージックサロン発表会～〈クラシック・ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】島村楽器横浜ビブレ店 音楽教室生徒様
【問合】島村楽器 横浜ビブレ店 ミュージックスクール 045-314-5255(鈴木)

16(水)
14:00開演

第26回 旭区暴力追放総ぐるみ大会〈歌謡曲・演歌〉
【料金】無料 【出演】青山和子、小林稔、八木裕子、川田恋
【問合】旭区暴力団排除対策推進協議会 045-361-0110(旭警察署)

19(土)
13:00開演

第9回MIUピアノ教室発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【曲目】革命/ショパン 【問合】MIUピアノ教室 090-9379-1279(藤原)

25(金)
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】水島正和、砂川風子、辺見一成、山口重弘
【問合】全国歌謡段級位認定委員協会 045-363-3019(山田)

26(土)
14:00開演

いま 私たちにできることは〈童謡・オリジナル曲・合唱と講演〉
【料金】〈全席自由〉前売券700円、当日券800円、学生券500円 【出演】杉本正、野ばら合唱団、半田滋
【曲目】草原の音/吉川忠英 【問合】旭区「九条の会」 045-365-5264(宮﨑)

27(日)
13:00開演

昭和が薫る♪懐かしの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1,300円、当日券1,500円 【出演】ビリー稲本＆ZCC、エレクトリック・ショック、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)

30(水)～

11/3(日・祝)

10:00

第28回旭美展(公募)〈油彩・水彩・アクリル・パステル・日本画・水墨画・版画〉
【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】旭美術協会 045-363-7267(佐藤)

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. 10 10月の休館日 ◇ 8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。

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！

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

18(金)
13:30開演

川崎吟友会富士電支部 吟詠発表会〈吟詠(詩吟)〉
【料金】無料・入場自由 【出演】川崎吟友会富士電支部
【曲目】九月十日/菅原道真 【問合】川崎吟友会富士電支部 045-364-7239(深堀)

19(土)
11:00開演

予定

第8回サンハート・アンサンブル・オーディション 予選〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】審査員:白石光隆(ピアノ・審査員長)、高橋多佳子(ピアノ)、大森智子(ソプラノ)、
中鉢聡(テノール)、佐藤輝一(サンハート館長・特別審査員)
【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。

20(日)
13:00開演

予定

第8回サンハート・アンサンブル・オーディション 本選〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】審査員:白石光隆(ピアノ・審査員長)、高橋多佳子(ピアノ)、大森智子(ソプラノ)、
中鉢聡(テノール)、佐藤輝一(サンハート館長・特別審査員)
【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。

21(月)
13:30開演

熟年ギターサークルアルハンブラ 秋のコンサート〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】熟年ギターサークルアルハンブラ 【曲目】バレエ「三角帽子」より粉屋の踊り/ファリャ
【問合】熟年ギターサークルアルハンブラ FAX:045-871-1054(青木)

22(火・祝)
13:30開演

れんと13th.令和お祝いの日もピアノコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】ピアノサークルれんと会員 【曲目】愛の喜び/クライスラー
【問合】ピアノサークルれんと 045-573-1514(堀部)

23(水)
14:00開演

横浜音祭り2019 横浜18区コンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席指定〉前売券2,500円 【出演】阪田知樹(Pf) 【曲目】ピアノソナタ第30番ホ長調Op.109/ベートーヴェン
【問合】横浜アーツフェスティバル実行委員会 045-663-1365(小川・木村)

24(木)
14:00開演

皆んなで唄おう！第16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〉一般券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】影を慕いて/古賀政男 【問合】楽団GHQ 045-715-4074(サンドウ)

26(土)
11:15開演

秋のリトルコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】小椋誉里子、小野さつき、清水美枝子、伊達千里
【曲目】オペラ「ランメルモールのルチア」より狂乱の場/ドニゼッティ 【問合】アルバシンガーズ 0463-77-9310(湯山)

26(土)
18:40開演

Lift my Spirit〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】Yumiko Piano Studio 【問合】Yumiko Piano Studio 090-9682-3138(カワグチ)

28(月)
13:30開演

人生を歌う 山本富子ソプラノリサイタル〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】山本富子(ソプラノ)、甘利真美(ピアノ) 【曲目】歌に生き愛に生き/プッチーニ
【問合】海老名芸術プロジェクト 046-232-3194(甘利)


