
サンハートジャズシリーズ 大坂昌彦

JAZZ スタンダードスペシャル

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

サンハート
サポートスタッフ募集！

第13回サンハート区民企画2020

杉本正と横浜弦楽五重奏団

バレンタインコンサート

横浜市旭区民文化センター

サンハート催し物案内に、

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、まずはサンハートまで、
お気軽にお問い合わせください！

サンハート TEL 045-364-3810

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？
2/16(日)、2/17(月)、2/21(金)、
2/22(土)、2/25(火)、2/26(水)、
2/27(木)

2

2月開催
(7日間)

サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？

チケット好評販売中！
お申込みは、お電話・窓口・WEBにて！

2月休館日

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

0歳からの
ワンコインコンサート Vol.12

〈会 場〉サンハート ホール
〈料 金〉全席指定

一般 2,000円 / 高校生以下 1,000円 /ペア券3,500円(前売のみ)

※当日券200円増し ※未就学児入場不可
※「サンハート友の会」会員割引対象公演

〈曲 目〉交響曲第9番より第4楽章「歓喜の歌」/L.v.ベートーヴェン
「眠れる森の美女」より“ワルツ”/P.チャイコフスキー 他

旭区出身の杉本正率いる横浜弦楽五重奏団が奏でる音楽————。
13回目となる今回、第一部では生誕250周年を記念してベートーヴェンの交響曲、
第二部ではバレエ音楽を5人で演奏します！

【ママもパパも安心サービス】
授乳室、ベビーカー置き場、おむつ替えスペースあり！歌っても踊っ
ても泣いても大丈夫です！途中入退場も自由のコンサート！

サンハート区民企画 宮沢賢治原作×高畑勲監督

セロ弾きのゴーシュ 朗読会＆上映会
13:30開演 ホール

第13回サンハート区民企画2020

杉本正と横浜弦楽五重奏団
バレンタインコンサート

14:00開演 ホール

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）

2/3 (月)

   10:30~ 3/7 (土)

    16:00開演

3/15 (日)

13:30 開演

2/29 (土)

2/19 (水)2/18 (火)

おはなしかい
10:30開演 ホールロビー2/3 (月)

サンハート区民企画

宮沢賢治原作×高畑勲監督

セロ弾きのゴーシュ
朗読会＆上映会

〈会 場〉サンハート ホール

〈出 演〉大河内恵津子（朗読）、中野律子（チェロ）

〈プログラム〉第1部：朗読とチェロ演奏

第2部：アニメーション

「セロ弾きのゴーシュ」上映会

〈料 金〉全席自由：一般1,000円、高校生以下500円
※当日各200円増し ※未就学児入場不可

※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。

※安全上の理由から開場前に並ぶことはお控え下さい。

本公演は、10月12日（土）に台風の影響で延期した
振替公演となります。予めご了承下さい。

超豪華！子供から大人まで楽しめる
宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』

朗読会と映画の二本立て！

「アルプスの少女ハイジ」「火垂るの墓」「か
ぐや姫の物語」の 高畑勲監督による宮沢賢治と
ベートーヴェンへの渾身のオマージュ。 交響曲
第6番「田園」や音楽とアニメーションの見事な
一体化に目が離せません！

Ⓒオープロダクション

2/29 (土)

13:30開演

〈出演者〉

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.)

サンハートが主催する公演の際に、お客様が快適に楽しんでいただけるようにサ
ポートしていただけるスタッフを募集します。
チケットもぎり、プログラム配布、座席案内や誘導、会場の準備など、コンサー
ト当日の運営のお手伝いをしませんか？みなさまのご応募お待ちしております。

応募期間 令和2年1月15日(水)～2月29日(土)必着
登録期間 1年間(令和2年4月1日(水)より)
3月3日(火)以降、採否を電話か郵送にてお知らせいたします。

〈応募条件〉⑴研修に参加できる方※4月15日(水)13:00～15:00(予定)
⑵18歳以上(高校生不可)
⑶協調性をもってお手伝いできる方
※原則として無償ボランティアとなります。(交通費の実費支給有)

〈募集人数〉5名程度(書類選考有)
〈業務内容〉来場者の客席への案内、誘導、チケットもぎり、プログ

ラム配布、場内案内、影アナウンス等
〈応募方法〉所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、サンハート窓口

へ直接ご持参いただくか、郵送・FAXにてお送り下さい。

2/16(日)、2/17(月)、2/21(金)、2/22(土)、
2/25(火)、2/26(水)、2/27(木)

〈会 場〉サンハート ホール

〈出演者〉イチマリ

(安藤江梨、永井理子、長尾正貴)

〈料 金〉全席自由 500円

※2歳以下膝上無料

〈曲 目〉トルコ行進曲、

ディズニーメドレー 他

〈会 場〉サンハート ホール
〈出演者〉大坂昌彦(Ds)､佐瀬悠輔(Tp)､レイモンド･マクモーリン

(T.Sax)、菊池太光(Pf)、高橋陸(B)

〈料 金〉全席指定
一般 3,000円 / 高校生以下 2,000円 / ペア券5,000円(前売のみ)

※当日券500円増し ※「サンハート友の会」会員割引対象公演

※未就学児入場不可

〈曲 目〉Take the A train、A girl from Ipanema 他

アフリカ起源の木製の鍵盤楽器・マリンバ。1人で演奏されることが
多いこの楽器を、数人で演奏する曲が、世界にはたくさんあります。
そんなマリンバアンサンブルのオリジナル曲をはじめ、打楽器・マリ
ンバ演奏家による編曲作品等も積極的に取り上げ、1～最大5人で様々
なジャンルの音楽をお届け。1台マリンバアンサンブル、略して《イ
チマリ》!

サンハート
区民企画委員募集！

サンハートでは、館が主催する自主事業について、区民の皆様のご意見を伺いな
がら、より満足度の高い事業を推進して参りたいと考えています。そこで、サン
ハートの主催事業の一環として「区民企画」を設け、企画立案・実施・運営にご
参加いただける皆様を募集します。

応募期間 令和2年1月15日(水)～2月29日(土)必着
登録期間 1年間(令和2年4月1日(水)より)
3月3日(火)以降、書類審査の採否を電話か郵送にてお知らせいたします。

〈応募条件〉⑴旭区および近隣地域に在住の18歳以上の男女
⑵活動内容に賛同し、協調性を持って参加できる方
⑶定例開催される「区民企画会議」(原則月1回平日19時30分～)

に参加できる方
※原則として無償ボランティアとなります。（交通費の実費支給有。）

※募集内容の詳細については、当館にて配布している「募集要項」を
ご覧ください。

〈募集人数〉5名程度(書類選考有)
〈応募方法〉所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、サンハート窓口

へ直接ご持参いただくか、郵送・FAXにてお送り下さい。
〈選 考〉申込用紙による「書類審査」と「面談」で選考します。

面談は、3月中旬を予定しています。

〈活動内容〉
主に下記2企画の制作と運営、及び、新規企画立ち上げに向けての計
画を立てていただきます。

■「バレンタインコンサート」(仮)
サンハート区民企画恒例のクラシックコンサートとして2008年から「バレンタ
インコンサート」を行ってきました。旭区在住のコントラバス奏者・杉本正さ
ん率いる横浜弦楽五重奏団に出演を依頼し、毎年テーマを設けてコンサートを
企画しています。

■「あさひ名画座」
「夢」「希望」「愛」をテーマに評価されてきた映画を上映しています。

〈会 場〉サンハート 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。
申込詳細はホームページ又はチラシをご覧ください!

2/11(火・祝)

14:00開演

2/29(土)

締切！

2/29(土)

締切！

2/11 (火・祝)

杉本正と横浜弦楽五重奏団



音楽ホール
はらぺこおんがくたい ファミリーコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉大人1,200円、子ども600円
【出演】根岸千尋(うたのお姉さん)、小島佐和子(ヴァイオリン)、向井千絵(フルート)、大野香菜(サックス)
【曲目】花のワルツ/チャイコフスキー 【問合】はらぺこおんがくたい 090-5506-6226(戸村)

aimsカルテット 第1回演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】渥美慶子(Vn.)、飯島晶子(Vn.)、三田村忠芳(Vla.)、斉藤英裕(Vc.)
【曲目】弦楽四重奏曲第14番/ベートーヴェン 【問合】aims カルテット 090-4416-9308(渥美)

歌声喫茶ともしび イン 二俣川サンハート〈ポピュラー〉
【料金】〈全席自由〉前売2,000円、当日2,300円 【出演】歌声喫茶ともしびよりステージリーダー
【問合】新宿ともしび・横浜友の会 03-6907-3801(丸山)

堀口加奈子＆御園生瞳 ジョイントコンサート アフター・ヴァレンタイン・ナイト〈クラシック〉

【料金】〈全席自由〉3,000円 【出演】堀口加奈子(ソプラノ)、御園生瞳(ピアノ)

【曲目】あなたがそばにいれば/G.H.シュテルツェル 【問合】アプロズプロジェクト 080-3122-0835(渡辺)

千野哲太 サクソフォーンリサイタル「卒業」〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般3,000円、学生1,000円 【出演】千野哲太(サックス)、髙﨑優芽(ピアノ)
【曲目】ヴァイオリン協奏曲第１番ニ長調/ニコロ・パガニーニ 【問合】千野哲太 090-6308-2631(千野)

千野哲太 サクソフォーンリサイタル「覚醒」〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般3,000円、学生1,000円 【出演】千野哲太(サックス) 【問合】千野哲太 090-6308-2631(千
野)

魅惑のヴァイオリニスト 根本明徳リサイタル〈クラシック〉
【料金】無料・要予約 【出演】根本明徳(Vn.)、稲岡千架(Pf.)
【曲目】ヴァイオリンソナタ第1番ニ短調op.75/C.サン＝サーンス等 【問合】090-1535-7977 (根本)

※このご案内は1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)

第8回和城会書作展〈書道〉
【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】さくら書の会 045-953-8448(池田)

アートシュウ絵画教室 絵画展〈葉書絵・水彩画・色鉛筆画・パステル画・デッサン・アクリル画〉
【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～17:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】アートシュウ絵画教室 045-391-7933(上鉄穴)

ホール

女声合唱 ピースフルスカイ 創立30周年記念 レインボーコンサート 2020〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】秋岸寛久(指揮)、高田洋子(ピアノ)、ピースフルスカイ(女声コーラス)
【曲目】真珠貝の歌/エドワーズ&ポーダー 【問合】ピースフルスカイ 090-7289-6143(林田)

第13回サンハート区民企画2020 杉本正と横浜弦楽五重奏団 バレンタインコンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席指定〉一般2,000円、高校生以下1,000円、ペア券3,500円

※当日200円増し ※ペア券は前売りのみ ※未就学児入場不可
【出演】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.）
【曲目】交響曲第9番より第4楽章「歓喜の歌」/L.v.ベートーヴェン、「眠れる森の美女」より“ワルツ”/P.チャイコフスキー 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。

花まる学習会 代表 高濱正伸 講演会 これからの時代の子育て～学力を超える大切な力とは～〈講演会〉
【料金】無料・入場自由 【出演】高濱正伸 【問合】㈱こうゆう 花まる学習会 045-530-3106(植田)

第3回ユーフォニアム・チューバ演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・要整理券 【曲目】バレエ音楽「くるみ割り人形」より/P.チャイコフスキー
【問合】慶應義塾大学ウィンドアンサンブル ユーフォニアム・チューバソサイエティ 090-7805-2377(神崎)

【振替公演】サンハート区民企画 宮沢賢治原作×高畑勲監督 セロ弾きのゴーシュ 朗読会＆上映会
【料金】〈全席自由〉一般1,000円、高校生以下500円※当日200円増し※未就学児入場不可
【出演】大河内恵津子(朗読)、中野律子(チェロ)
【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. 2 2月の休館日 ◇ 18日(火)、19日(水)

開演14:00

8 (土)

開演13:30

29 (土)

開演10:00

23 (日)

開演10:30

1 (土)

開演14:00

12 (水)

開演19:00

15 (土)

開演19:15

23 (日)

開演14:00

29 (土)

～2/10 (月)

2/4 (火)

～3/2 (月)

2/25 (火)

11(火・祝)

14:00 開演

～2/3 (月)

1/28 (火)

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。

11(火・祝)

14:00 開演

24(月・祝)

19:15 開演

出張！ふれあいコンサート

あなたも、本格的なクラシックコンサートを開催して
みませんか?

これまで、保育園、子育て支援拠点、地区センター、
コミュニティ拠点、カフェ、車のショールーム等、様々
な施設からご相談を頂き、その会場にぴったりのオ
リジナルプログラムをご提案してきました。

（保育園） 子どもたちに、生演奏の素晴らしさを伝
えたい

（公共施設） 誰もが気軽に楽しめる企画を検討して
いる

（福祉施設） 日中活動の一環として音楽鑑賞の場
を設けたい

（新規店舗） 営業の一環として、コンサートを開催し
広報につなげたい

コンサートの他にもおはなしかい（読み聞かせ）や
ワークショップなど様々なイベントをご提案します。
まずはお気軽にお問合せ下さい！

24(月・祝)

14:00 開演

サンハート友の会第12期
新規／継続会員募集開始します！

主催公演チケットをリーズナブルに購入したい！
遠方だけどイベント情報はタイムリーに受け取りたい！

コンサート前後にお食事や喫茶、
各種サービスを楽しみたい！

自分のお気に入りの席をより確実に確保したい！

サンハートをもっと身近に！もっとお得に！
嬉しい特典がいっぱいの友の会！

2月22日より入会お申込書を配架する予定でおります。
この機会に、是非ご入会をご検討ください！

①チケット割引販売

⇒特定の公演で会員限定割引（10%）が適用され、よりお
得に チケットを購入することが出来ます。
特典は会員ご本人様のみですが、ペア券は会員様と

同伴者1名様分の料金が割引対象となります。

②チケット優先予約

⇒特定の主催公演チケット（指定席）を、一般発売に先
駆けて優先的にご予約・ご購入いただけます。優先予約
が適用されるかどうかは、各公演の告知チラシに明記致
します。

③インフォメーション定期便のお届け

⇒催し物案内や、主催事業のチラシを毎月中旬にご自
宅へお届け致します。

④二俣川ライフ・ジョイナステラス内の提携
店での各種サービス

⇒二俣川ライフ・ジョイナステラス内の提携店にて、会員
様限定のお得なサービスが受けられます。ただしサービ
スの内 容や受け取り方法、諸条件などについては、各
店舗の裁量 によります。閉店などのやむを得ない事情
で、会期中でもサービスが終了・変更となる場合がござ
います。提携店については、後日発行する入会お申込書
にてご確認いただけます。

【お申込み開始日】2020年2月22日
【会期】2020年4月1日～2021年3月31日
【年会費】1,300円

サンハートではこんな声にお応えして、サンハート友
の会を設けております。年会費1,300円をお支払いい
ただくと、下記4つの特典を受けることが出来ます。


