
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)

デュオ・オブリガート・クリスマス・コンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉前売2,000円 当日2,500円 【出演】泉恵子(ヴィオラ)、杉本正(コントラバス)
【曲目】イギリス民謡とクリスマスキャロル 【問合】デュオ・オブリガート 090-9101-0368(杉本)

Songs for Christmas carols〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉1,500円 【出演】 安孫子みどり、冨貴亜里紗、松本文
【曲目】クリスマスメドレー 【問合】コール歩 045-353-1321(鮎川)

音楽ホール
小さなお子さまもご一緒に♪みんなで楽しむコンサート〈クラシック・ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】竹村ゆりあ、福原瑞希、小山佳織
【曲目】小犬のワルツ/ショパン 他 【問合】クラヴィーアクラッセン 070-1264-9748(こやま)

Eurasiaからの音風～箏×二胡×Steel Tongue Drum～〈古典～ポピュラーまで〉
【料金】〈全席自由〉一般2,500円 【出演】金子展寛(箏)、原田サトシ(二胡)、Kenji Azuma(Steel Tongue Drum)
【曲目】チャルダッシュ/モンティ 【問合】Sera Creations 046-870-1018(眞田)

第15回 久保考世フルートスタジオ発表会〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】久保考世フルートスタジオ教室生 【問合】久保考世フルートスタジオ 045-562-2594(久保)

X’mas ほんわかコンサート Vol.11〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般2,000円 【出演】河島玲奈(Fl)、石川真理子(Sop)、内海祥子(Pf)
【曲目】愛の夢/リスト 【問合】リトル・ハーモニー 090-2339-7902(石川)

デュオ・コントレール クリスマス＆石川千晶’sバースデーコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般3,500円 【出演】石川千晶(Pf)、山岸萌(Pf)
【曲目】展覧会の絵(連弾)/ムソルグスキー 【問合】ピアノデュオ・コントレール 070-4342-6566 (アルト ピアーノ)

午後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 【問合】Y 090-9373-5854(鈴木)

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組コンサート 気軽に寄り道クラシック 姉妹が奏でる極上の音色〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般1,000円 高校生以下800円※当日各200円増 ※未就学児不可
【出演】Duo deux fleurs（デュオドゥフルール）中村ゆか里（姉)、中村里奈（妹）
【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。

チャンピオンズ・ブラス クリスマスミニコンサート〈クラシック・英國式ブラスバンド〉
【料金】無料・入場自由 【出演】チャンピオンズ・ブラス 【問合】チャンピオンズ・ブラス 080-6500-0138(山下)

道草アンサンブル vol.2〈クラシック〉
【料金】無料 【曲目】弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」/チャイコフスキー
【問合】道草アンサンブル 090-1051-4088(大日方)

※このご案内は11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
手織りの会四季 作品展〈手織作品〉
【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～16:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】手織りの会四季 045‐366-5275(貞方)

アートマーケット〈マーケット・ハンドメイドワークショップ〉
【時間】11:00～17:00 【料金】無料・入場自由
【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。

第22回希望が丘写真クラブ写真展〈写真〉
【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】希望が丘写真クラブ 045-365-6085(真壁)

第9回不動会作品展〈デザイン画・焼き物・写真・その他〉
【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】不動会 045-955-1548(関森)

ホール
親子で楽しむ 音楽おもちゃ箱 Vol.21〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉大人1人＋子供1人 1,500円、大人2人＋子ども1人 2,300円

各チケット子ども1人追加につき＋500円 大人1,200円
【出演】うた&MC:みたあきこ、うた:音羽麻紀子、ピアノ:井上茉衣 ほか 【曲目】(未定)手遊び歌 ほか
【問合】平山音楽院 045-845-0925(上永谷本校)

やっちゃえサロン！地域と企業、何ができるだろう〈生活支援体制整備事業フォーラム〉
【料金】無料・入場自由 【問合】旭区社会福祉協議会 045-392-1123(梅木)

クリスマスコンサート 2019〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由
【出演】八十嶋慎太朗(tuba)、小園聖美(trb)、原田奨(Hr)、市川靖(Hr) 【曲目】スタジオジブリ名曲集/久石譲
【問合】横浜ブラスアンサンブル 090-2467-0889(ヤソシマ)

プレアデス ハンドベルコンサート 2019〈ハンドベル〉
【料金】無料・要整理券 【出演】プレアデス 【曲目】サウンド・オブ・ミュージック・メドレー/R.ロジャーズ
【問合】プレアデス 046-254-8762(藤原)

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！〈リトミック〉
【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）
【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。

ソレイユフィルハーモニーオーケストラ クリスマスコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・要整理券 【出演】指揮 渡辺領子 【曲目】バレエ組曲「くるみ割り人形」/チャイコフスキー
【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)(ご予約は12/19まで)

かながわ教育・文化フォーラム 2019 よこはま・あさひ寄席〈落語〉
【料金】無料・要整理券 【出演】金原亭馬玉、春風亭一左、のだゆき
【問合】神奈川県高等学校教職員組合 045-231-2479(今村)

第12回『歌茶論・歌の集い』〈歌謡曲・演歌〉
【料金】無料・入場自由 【出演】歌謡曲愛好者70人 【問合】YYUKAI 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. 12 12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。

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
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個々の演奏技術は勿論のこと、アンサンブルとしてのバランスも重要と
なります。通常のコンクールなどで審査される演奏技術や音楽性に加
え、プログラム構成力やプレゼンテーション力、さらにお客様の心に響
くパフォーマンス力など、総合的な表現力を含めた評価が当オーディ
ションではなされます。1年ごとにアンサンブルの組み合わせが変わる
当館のオーディション。今年度は「ピアノ連弾」、「重唱」、「歌とピアノ」
の3部門にて開催されました。
応募いただいた10組中から選ばれた今年の受賞者はこちらです。

10月 サンハート主催公演後記

第8回サンハート・アンサンブル・オーディション

令和元年10月19・20日(土・日)

《最優秀賞》
Dolcezza(ドルチェッツァ)

野久尾智美(ソプラノ)、鈴木桃子(ピアノ)

10月19日(土)20日(日)の2日間にかけて行われた「第8回サンハー
ト・アンサンブル・オーディション」。2012年からスタートし、今年無事第
8回目を迎えることができました。
当館のアンサンブル・オーディションは、読んで字のごとく、「アンサ
ンブル」を基調としたオーディションです。

開演19:30

21 (土)

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

昨年度最優秀賞を受賞した姉妹Duo deux fleurs。
音楽ホールにて夜のコンサートにご出演いただきます！

最優秀賞受賞組は来年度の最優秀賞記念コンサート、優秀賞受
賞の3組はワンコインコンサートに出演します。どの組も魅力の塊！
受賞組の魅力を存分に生かせるコンサート作りをサンハート一同頑
張ってまいります。来年度の最優秀賞記念コンサート、ワンコインコ
ンサートを楽しみにしていてくださいね！

《優秀賞》
Duo Piccola Nave(デュオピッコラナーベ)

温井裕人(バリトン)、平田もも子(ピアノ)

Duo Liberté(デュオリベルテ)

乙益乃衣(ピアノ)、住廣美沙都(ピアノ)

Kinone(キノーネ)

森真実(ピアノ)、大木雅子(ピアノ)


