
第69回あさひ亭まねき寄席
ー落語の名作を聴くー

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

サンハートジャズシリーズ 大坂昌彦

JAZZスタンダードスペシャル

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？
3/2(月)、3/3(火)、3/16(月)、
3/19(木)、3/25(水)

3

3月開催
(5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！

3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。

サンハート区民企画 あさひ名画座第21弾

俺は待ってるぜ

〈会 場〉サンハート ホール
〈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※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〉Take the A train、A girl from Ipanema、Fly me to the moon 他

名実ともに日本を代表するジャズドラマー・大坂昌彦がお届けする今
回のサンハートジャズシリーズは“ジャズ・スタンダード”をテーマに。
「ジャズスタンダードって何？」という方も「ジャズスタンダードに
ついてもっと知りたい！」という方もぜひご来場ください！
お客様からのリクエストにもお応えするコーナーもご用意してお待ち
しております。

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
13:30開演 ホール

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

16:00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）

3/12 (木)

10:30~

3/7 (土)

    16:00開演

5/30 (土)

14:00開演

6/13 (土)

  13:30 上映

3/7 (土)

3/15 (日)

3/10 (火)

おはなしかい
10:30開演 ホールロビー3/12 (木)

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

〈曲 目〉トルコ行進曲、

ディズニーメドレー 他

〈料 金〉全席自由 500円
※2歳以下膝上無料

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、複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》!

3/15 (日)

13:30開演

3/2(月)、3/3(火)、3/16(月)、
3/19(木)、3/25(水)

〈会 場〉サンハート ホール

〈出演者〉石原裕次郎、北原三枝、

二谷英明、草薙幸二郎 他

〈料 金〉全席自由：前売700円/当日800円

※未就学児入場不可

※前売り券が完売した場合、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。

〈会 場〉サンハート ホール

〈演 目〉古今亭寿輔 ”文七元結”
春風亭柳若 ”紺屋高尾”

〈料 金〉全席指定
一般 2,000円 / 中学生以下 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

〈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!

大坂昌彦(Ds)

【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！

〈出演者〉マリンバアンサンブル イチマリ

安藤江梨、永井理子、長尾正貴

古今亭寿輔
(真打)

春風亭柳若
(二ツ目)

やなぎ南玉
(曲独楽)

春風亭昇りん
(前座)

［問い合わせ先］

045-364-3810
sunheart@sunheart.info

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！

①チケット割引販売

②チケット優先予約

③インフォメーション定期便のお届け

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

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月中旬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！

【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。

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)



子どもたちの絵画展 第48回二俣川幼稚園絵画教室作品展〈油彩・水彩〉
【時間】10:00～18:00(初日14:00～、最終日～18:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】認定こども園 二俣川幼稚園絵画教室 045-391-1238・1239(二宮)

おとなのアートクラブ作品展〈水彩画・パステル画等〉
【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】アートクラブ 090-4414-7019(小林)

エコ・キルトと小物達〈デニムキルト・ちりめん細工・吊し物・和布キルト〉
【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】エコ・キルト 045-362-0744(三竹)

あすあネコ展〈絵画・写真・オブジェ 他〉
【時間】10:00～18:00(初日13:00～、最終日～17:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】あすあ 045-814-0465(酒井)

音楽ホール

金井ピアノ教室 発表会〈クラシック〉
【料金】無料・要整理券 【出演】金井朝子、林珠美、原田愛希子 【問合】金井ピアノ教室 045-332-4355(金井)

13th Let’s Concert〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】田中信正(Pf.)、江連れいこ(Fl.)、伊東晶子(Pf.)
【曲目】タンゴの歴史より Café-1930/A.ピアソラ 【問合】DAATS 090-1113-7685(江連)

ミニ・コンサート Vol.5〈クラシック〉

【料金】無料・入場自由 【出演】アウル音楽教室生徒(ピアノ、チェロ)

【問合】エンジョイ・チェロ・サークル 090-3491-6782(古谷田)

皆んなで唄おう！第18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】翼をください/村井邦彦 【問合】楽団GHQ 045-715-4074(サンドウ)

※このご案内は2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
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)

第25回 Y・Y展〈油彩・水彩・陶芸〉
【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】Y・Y展 045-953-3042(伊藤)

ホール

親子で楽しいクラシックコンサート♪～選挙にイコット！～〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】ソレイユフィルハーモニー
【曲目】ジブリ音楽メドレー/久石譲 【問合】横浜市旭区明るい選挙推進協議会 045-954-6012(川口)

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〈ジャズ〉
【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

※当日500円増し ※ペア券は前売りのみ ※未就学児入場不可
【出演】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)
【曲目】Take the A train、A girl from Ipanema、Fly me to the moon 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。

コンセール241「ガラコンサート Vol.26」〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般1,000円
【出演】小黑健裕(テノール)、尾﨑麻由美(ヴァイオリン)、奥山千賀子(メゾソプラノ)、熊本美也子(ピアノ)
【曲目】オペラ『アリオダンテ』よりアリア「暗い夜の後には」/ヘンデル 【問合】コンセール241 090-6794-8398(しらはせ)

全国歌謡段級位認定大会〈ポピュラー〉
【料金】無料 【問合】全国歌謡段級位認定委員協会 090-2727-4038(山田)

株式会社 日立社会情報サービス 音楽同好会ライブ〈ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【曲目】2000年代のJ-POPやロックを中心に(1990年代の曲も！)
【問合】株式会社日立社会情報サービス 080-6742-5428(立木)

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
【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
【出演】マリンバアンサンブル イチマリ 安藤江梨、永井理子、長尾正貴
【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2回 ミュージックフォーラム〈ポピュラー・歌謡曲・演歌〉
【料金】無料・入場自由 【問合】江戸川ミュージックフォーラム 080-1192-7909(河合)

第4回 Piano Concert〈クラシック・ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【曲目】ピアノソナタ2番 op.35/F.F.Chopin 【出演】阿部聡美、岡本紫苑、米田拓真、髙井咲桜
【問合】Satomi Piano Lesson Room 090-7012-8118(阿部)

第5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17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2020. 3 3月の休館日 ◇ 10日(火)

1月 サンハート主催公演後記

開演10:30

1 (日)

開演13:30

15 (日)

開演14:30

8 (日)

開演16:00

7 (土)

開演10:30

11 (水)

開演13:00

29 (日)

開演13:30

15 (日)

開演14:00

14 (土)

開演13:30

17 (火)

開演15:30

29 (日)

開演12:30

30 (月)

開演14:00

31 (火)

～3/29 (日)

3/25 (水)

～4/6 (月)

3/31 (火)

～3/2 (月)

2/25 (火)

～3/9 (月)

3/3 (火)

～3/16 (月)

3/11 (水)

3月15日(日) 13:30 開演

～3/22 (日)

3/18 (水)

20(金・祝)

13:30 開演

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ〉

コンセール241 ガラコンサート
会場：ホール
料金：全席自由 一般 1,000円
主催：コンセール241

懐かしの昭和歌謡とエレキサウンドコンサート
会場：ホール
料金：全席自由 一般1,300円/ペア券2,500円
主催：セーラーズ

3/8 (日)

    14:30 開演

5/3 (日)

    13:00 開演

50

60

70

2,000 1,800
3,500 3,150

12

69 5 30
2

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。


