
音楽ホール
BOE BOE CONCERT～年明けからoboe奏でます～〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般500円 【出演】炭崎友絵(ob,E.Hr)、井上雅大(ob)、石川七菜(ob)、五島麻菜美(ob,E.Hr)
【曲目】組曲「水上の音楽」/ヘンデル 【問合】totsuka オーボエーズ 080-4754-3195(井上)

コンテンポラリーリコーダーニューイヤーリサイタル2020〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】山内達郎(リコーダー)
【曲目】無伴奏序曲 第14番/山内達郎 【問合】ジェース・ムジクス 045-392-9279(商用不可) (山内)

Trumpia New Year Concert〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉一般1,000円 【出演】鬼頭響(trp)、服部美沙(trp)、坂井志帆(P)、関麻紀子(P)

【曲目】2本のトランペットのための協奏曲/ヴィヴァルディ 【問合】トランピア 080-5426-5813(鬼頭)

皆んなで唄おう！第17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】りんごの唄/万城目正 【問合】楽団GHQ 045-715-4074 (サンドウ)

冬の室内楽コンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】金子悟、クロカル・アンサンブル 【曲目】リコーダーソナタ BWV.1034/J.S.バッハ
【問合】富士通アンサンブル同好会 045-301-3593(金子)

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 他/バッハ 【問合】Y 090-9373-5854(鈴木)

※このご案内は12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
第10回万騎が原 わかば会 絵画展〈油彩、水彩、鉛筆〉
【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】万騎が原 わかば会 045-364-2754(海村)

セヤフォトファミリー(光彩、四季の彩り)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】瀬谷フォトファミリー 080-1243-8694(服部)

絵画展示〈油彩、水彩、日本画、版画〉
【時間】10:00～18:00(初日12:00～、最終日～16:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】旭美術友の会 045-362-1003(宮田)

第22回ロシナンテ作品展〈絵画展示(油彩、水彩、アクリル)〉
【時間】10:00～17:30(初日13:00～、最終日～16:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】ロシナンテ 045-352-0401(小田島)

ホール
コンチェルティーノ2020〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】景浦はるか(ピアノ)、大泉磨莉(ピアノ)、伊藤陽夏(ギター)、和田泉(ピアノ)
【曲目】ピアノソナタ Op.7/ベートーヴェン 【問合】コンチェルティーノ 0467-45-0053(和田)

エルヴェ・バレエ・アカデミー:おさらい会〈ダンス・バレエ〉
【料金】無料・入場自由 【曲目】銀の精/チャイコフスキー 【問合】エルヴェ・バレエ・アカデミー 045-392-2022(上原)

旭区誕生50周年記念!! わくわくmamaフェスタ
【料金】無料・入場自由 【出演】ひなたぼっこ わくわくしたいママ 【曲目】パプリカ/米津玄師
【問合】旭区地域子育て支援拠点 ひなたぼっこ 045-442-3886(千羽)

第68回あさひ亭まねき寄席〈寄席〉
【料金】〈全席指定〉前売 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)
【出演】昔昔亭桃太郎(落語)、三遊亭遊雀(落語)、林家花(紙切り)、神田桜子(講談)、昔昔亭全太郎(落語)
【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。

サンハート区民企画 あさひ名画座第20弾 この道〈映画上映〉
【料金】〈全席自由〉前売700円 当日800円 【出演】主演:大森南朋、AKIRA
【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。

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2020. 1 年末年始の休館日 ◇ 12/29(日)～1/3(金)

1月の休館日 ◇ 14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。

11月 サンハート主催公演後記

旭区生誕50周年記念事業 サンハート演劇祭2019
出演：サンハート演劇祭2019受講者

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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サンハート催物案内に、

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、まずはサンハートまで、
お気軽にお問い合わせください！

5階のエレベーターを降り
てすぐの場所に設置している
＜ウェルカムギャラリー＞を
ご存知ですか？

毎月魅力ある作品の数々が
ボックスの中を華やかに演
出してくれています。

このウェルカムギャラリーは、旭区内に在住の方に限らず、
創作活動をされている方たちに、ご自身の作品を展示してい
ただいております。

・WEB上で販売をしているけれど、実物を見てもらいたい!
・創作活動をしているサークル活動の宣伝をしたい!
・ギャラリーにて展示会を行う前に宣伝したい!
・創作はしているけれど、見てもらう機会がない!
・個展を開くまでの点数はないけど、発表の場が欲しい!
・仕事が忙しくて常時在廊が難しい!

こんな熱い思いを抱いている方にピッタリのウェルカム
ギャラリー。サンハートの玄関口である5階エレベーター
ホールに設置されているので、来館されるお客様の目に必ず
留まります。ウェルカムギャラリーは、一度設置してしまえ

ば在廊不要！なのでお仕事や家事
で忙しい方にも気軽にご利用いた
だけます。ボックスの中はレイア
ウト自由！あなたの世界の色に染
め上げて下さいね。問い合わせは
随時受け付けておりますので、気
になることがありましたら是非ご
相談を！お待ちしております！

1ヶ月毎に募集を行っています。詳しくはチラシをご覧ください。

［問い合わせ先］

045-364-3810
sunheart@sunheart.info

2ヶ月に渡る練習を重ねてきた演劇祭受講者メンバー。
11月10日（日）に無事その幕を閉じることができ、ホッと一息…。
今回は出演者だけではなく、初めて裏方メンバーを募集し、小道
具制作から演技まで、全て受講者メンバーのみで作り上げました。
観劇いただきましたお客様による感想を一部紹介致します。

——— 「心から出るセリフが客席に私の心に届き胸が熱くなりまし
た。」 （女性）

——— 「1作目の「戦争の鈴」。私達年代には生涯付きまとうこの荷
の重い課題です。お国のためのお国、国家とは何か、お国のために
する戦争とは何か。以前はこれらをテーマにした映画、テレビ、ラジ
オ番組がその時々で放映されていました。現在、この種番組が少なく
なっており、若い年代層が接する機会がなく、必然的にこの課題を考
える機会も少なくなっているように思います。その意味で今回の演題
は今後も続けていただきたいものです。出演者の熱演で引き込まれ
るように見入ってしまいました。」 （男性）

——— 「素人の演技とは思えないくらい一人一人が輝いていました。
とても素晴らしかったです。」 （女性）

——— 「2作目の「49の嘘と50の夢」、キャストそれぞれのキャラが
立っており、楽しませてもらいました。「女優として何度も死んできたき
たから 死ぬことは怖くなんかない」というのもそうかもしれないと思わ
せるセリフでした。」 （男性）

——— 「いろんな人がチャレンジしている感じが伝わりました。短め
でしたが、楽しめました。」 （男性）

——— 「楽しい時間でした。また、考えさせられる時間でもありまし
た。」 （女性）

——— 「「49の嘘と50の夢」…50年後のことのどんでん返しのように
して楽しく作られていて良かったです。どの方もテキパキと軽やかな
動きとおしゃべりが楽しめました。」 （女性）

——— 「戦争を過去のことにせずに一人一人の心が、あるそう心
ではなく、他を愛する心、平和を愛する心であることを願う思いを改
めてお互いがもつのが大切と思わされました。 」 （女性）

「戦争の鈴」より抜粋写真 「49の嘘と50の夢」より抜粋写真

第13回杉本正と横浜弦楽五重奏団 バレンタインコンサート

2020年2月11日（火・祝） 開場 13:30 / 開演 14:00
吉川秋子(1st.Vn)､鈴木葉子(2nd.Vn)､泉恵子(Va)､只野晋作(Vc)､杉本正(Cb)
一般 2,000円 (当日2,200円) / 高校生以下 1,000円 (当日1,200円) / ペア券 3,500円(前売のみ)

サンハート次回オススメ公演は、2月11日（火・祝）バレンタインコンサート！
お電話 ・ 窓口 で、チケット好評販売中です！


