
4月開催
(7日間)

サンハート音楽ホールで
スタインウェイを
弾いてみませんか？

〈 今後の主催公演についてのお知らせ〉

サンハート 館長

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

横浜市旭区民文化センター

サンハート音楽ホールで
スタインウェイを弾いてみませんか？
4/6(月)、4/8(水)、4/13(月)、
4/16(木)、4/20(月)、4/21(火)、
4/22(水)

4

チケット好評販売中！
お申込みは、お電話・窓口・WEBにて！

4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

おはなしかい
10:30開演 ホールロビー

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）

4/13 (月)

10:30~

5/30 (土)

14:00開演

6/13 (土)

  13:30 上映

4/14 (火)

4/13 (月)

サンハート30周年記念事業

気軽に寄り道コンサート
～贅沢なひと時をあなたに～

5/22 (金)

19:30開演
4/6(月)、4/8(水)、
4/13(月)、4/16(木)、
4/20(月)、4/21(火)、

4/22(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

ハープとフルートの音色が織りなす

癒しのハーモニー。ジャンルに

とらわれない多くの可能性に満ちた響き

をどうぞお楽しみください。

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)

〈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

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ〉

歌声喫茶ともしび in 二俣川サンハート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般2,000円
主催：新宿ともしび・横浜友の会

DUO OBBLIGATO スプリング・コンサート
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般2,000円
主催：DUO OBBLIGATO

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

川俣明 ギターリサイタル
会場：音楽ホール
料金：全席自由 一般2,500円
主催：タルエゴ・ギター・アンサンブル

4/9 (木)

    14:00 開演

5/3 (日)

    13:00 開演

4/28 (火)

    14:00 開演

6/13 (土)

    14:00 開演

令和2年度前期
サンハート自主事業ラインナップ

詳細情報やチケット発売情報は
随時ホームページやSNSにて公開します！お見逃しなく！！

友の会第12期
（ 令和2年 4月～令和3年 3月 ）

入会受付中 !
対象のチケットが10％割引で購入できる！

チケットを優先で予約ができる！

催し物案内やチラシが自宅に届く！

近隣店舗の各種サービスが受けられる！

（二俣川ライフ、ジョイナステラス内店舗）

年会費 1,300円

※詳細は友の会の募集案内をご覧ください

4月13日（月） おはなしかい

5月21日（木） おはなしかい

5月22日（金）
気軽に寄り道シリーズ
◇Stress Free（ハープ、フルート）

5月30日（土） 第69回あさひ亭まねき寄席

6月13日（土）
あさひ名画座第21弾
「俺は待ってるぜ」

6月17日（水） おはなしかい

6月28日（日）
サンハート30周年記念コンサート
◇ハンドベル

7月4日（土）
すくすくキッズプログラム
◇絵本コンサート（ピアノと朗読）

7月4日（土）
5日（日）

アートマーケット

7月10日（金） おはなしかい

7月12日（日）
最優秀賞受賞者記念コンサート
◇Dolcezza（歌とピアノ）

7月27（月）
～8月1日（土）

夏休み子どもゴスペル講座

8月2日（日） オープンデー

8月23日（日） 演劇1日お試し体験

9月上旬～ サンハート演劇稽古

9月3日（木） おはなしかい

9月5日（土）
サンハート30周年記念コンサート
◇tricolor（アイルランド音楽）

9月14日（月）
ワンコインコンサートVol.13
◇Duo Liberté（ピアノ連弾）

9月27日（日） あさひ名画座第22弾

〈会 場〉サンハート 音楽ホール
〈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!

4月以降の主催公演については、新型コロナ
ウイルスの感染拡大の状況によって変更にな
る場合がございます。最新情報につきまして
は、サンハートホームページ及び各種SNSで
お知らせいたします。

〈会 場〉サンハート 音楽ホール

〈出演者〉StressFree 小林秀吏(ハープ)、矢島絵里子(フルート)

〈料 金〉全席自由 一般 1,000円 / 高校生以下 800円
※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〉フルートとハープのための協奏曲(モーツァルト作曲)

ジブリメドレー 他



第3回 横濱写真倶楽部 作品展〈写真〉
【時間】10:00～18:00(初日10:00～、最終日～18:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】横濱写真俱楽部 090-8175-6559(石渡)

第15回 フクジュフォトクラブ写真展〈写真展〉
【時間】10:00～17:00(初日13:00～、最終日～16:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】フクジュフォトクラブ 045-954-3821(中里)

音楽ホール

春の室内楽コンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】クロカル・アンサンブル、クロカル・バスカーズ、大賀寿郎、金子悟
【曲目】ピアノ三重奏曲「幽霊」/ベートーヴェン 【問合】富士通アンサンブル同好会 045-301-3593(金子)

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〉前売り券2,000円、当日券2,300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)

小川紀美代 バンドネオン ソロコンサート〈アルゼンチンタンゴ〉
【料金】〈全席自由〉前売り券1,500円、当日券2,000円 【出演】小川紀美代(バンドネオン) 【曲目】未定

【問合】ヒラルディージョ 070-6632-8367(大森)

クラシック・コンサート〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】泉管弦楽団メンバー 【曲目】「弦楽セレナーデ」他/ドヴォルザーク
【問合】泉管弦楽団 0466-81-7493(松島)

フルート＆ソプラノ コンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉一般3,500円 【出演】真田ボスキこまち(Fl)、鈴木とも恵(Sop)、林直樹(Pf)
【曲目】Ave Maria/L.Cherubini 【問合】カント 045-489-9275(鈴木)

デュオ・オブリガート・スプリング・コンサート〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉前売り券2,000円、当日券2,500円 【出演】泉恵子(ヴィオラ)、杉本正(コントラバス)
【曲目】2つのオブリガート眼鏡付き二重奏曲/ベートーヴェン 【問合】BASS 090-9101-0368(杉本)

※このご案内は3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

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)

第13回都岡写友会 写真展〈写真展〉
【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】都岡写友会 045-953-6994(杉澤)

ホール

横浜国立大学ギタークラブ スプリングコンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】横浜国立大学ギタークラブ
【曲目】オクラホマミキサー/アメリカ民謡 【問合】横浜国立大学ギタークラブ 090-5389-6157(内田)

あいピアノ教室発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】ピアノ教室生徒 【問合】あいピアノ教室 080-5492-6496(米山)

イエスの死の記念式〈聖書講演会〉
【料金】無料 【問合】エホバの証人の神奈川県横浜市希望が丘会衆 045-366-3538(上原)

みらいに繋がるがん診療Ⅱ〈講演会〉
【料金】無料・入場自由 ※事前申込不要 【問合】神奈川県立がんセンター 045-520-2222(葛西・小野寺)

どるちぇの会 ピアノ発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演者】ピアノ教室生徒、津波古範子、守永由美子、岡添正子
【問合】どるちぇの会ピアノ教室(サザン・ピアノ・クラブ) 045-381-3435(岡添)

第22回定期演奏会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】八十嶋慎太朗(Tub.)、市川靖(Hr.)、原田奨(Hr.)、小園聖美(Tb.)
【曲目】BEATLES on BRASS!!/Beatles Member 【問合】横浜ブラスアンサンブル 090-2467-0889(八十嶋)

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. 4 4月の休館日 ◇ 14日(火)

開演14:00

4 (土)

開演14:00

13 (月)

開演19:30

7 (火)

開演14:30

26 (日)

開演14:00

4 (土)

開演14:00

28 (火)

開演18:30

27 (月)

開演14:30

17 (金)

開演14:00

9 (木)

開演13:00

5 (日)

～4/6 (月)

3/31 (火)

～4/13 (月)

4/7 (火)

～4/19 (日)

4/16 (木)

3月15日(日) 13:30 開演

～4/27 (月)

4/21 (火)

29(水・祝)

14:00 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！

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。

開演18:40

26 (日)

〈 2020年度 サンハート休館日のご案内 〉
※10月以降については、変更になる場合がございます。

4月14日（火）

5月12日（火）

6月 9日（火）

7月14日（火）

8月18日（火）

19日（水）

9月 8日（火）

10月13日（火）

11月10日（火）

12月8日（火）

1月12日（火）

2月16日（火）

17日（水）

3月 9日（火）

年末年始の休館日12月29日（火）～1月3日（日）


