横浜市旭区民文化センターサンハート
〒241-0821
横浜市旭区二俣川1-3二俣川ライフ5階
TEL 045-364-3810／FAX 045-391-6930
HP:http://www.sunheart.info/
E-MAIL:sunheart@sunheart.info

サンハート開館30周年

年間イベントラインナップ
2020.4.1～2021.3.31

旭区民文化センターサンハート

2020.4.1 ～2021.3.31

年間イベントカレンダー

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。
最新情報は当館ホームページもしくは各種SNSをご確認ください。

5/22

(金)

開演 19:30
（ 開場19:00 ）

音楽ホール

気軽に寄り道コンサート Vol.2
～贅沢なひと時をあなたに～

小林秀吏 （ハープ）
矢島絵里子（フルート）

一般 1,000円 ／ 高校生以下 800円

チケット好評発売中

※全席自由 ※当日200円増

5/30

(土)

開演 14:00
（ 開場13:30 ）

ホール

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）

※全席指定 ※当日200円増

6/15（月）10:00より
チケット発咳開始

11/8

(日)

（ 開場13:00 ）

ホール
※未就学児入場不可
チケット好評発売中

6/28

(日)

開演 14:00
（ 開場13:30 ）

ホール

菅井一郎

ホール

12/3

他

(木)

（ 開場13:30 ）

ホール

前売 700円 ／ 当日 800円
©日活

Handbell Concert

出演チーム
クローバーベルフレンズ・花音の森ティンカーベル・
Bell Flower・プレアデス・フェアリー
♪しずけき祈りの
♪皇帝円舞曲 他

7/4
7/5

(土)
(日)

開場 11:00
（ 閉場17:00 ）
アートギャラリー
カルチャー工房

7/12

開演 14:00
（ 開場13:30 ）

ホール
※未就学児入場不可
4/13（月）10:00より
チケット発咳開始

9/5

一般 800円
※全席指定 ※当日200円増

開演 14:00
（ 開場13:30 ）

ホール
5/1（金）10:00より
チケット発咳開始

開演 14:00
（ 開場13:30 ）

3/5

アートマーケット2020

(金)

4月5日（日）10:00より出店者募集開始！
今回はギャラリーとカルチャー工房の2箇所で開催します。
出店者情報は詳細が分かり次第情報更新予定です。
どうぞお楽しみに！

（ 開場13:30 ）

アートギャラリー
カルチャー工房

※未就学児入場不可

26ブース（各日13ブース）
12ブース（各日6ブース）

開演 14:00
ホール
12/3（木）10:00より
チケット発咳開始

入場料無料

最優秀賞受賞者記念コンサート

3月

～歌とピアノが奏でる音色のアソート～
野久尾智美（ソプラノ）
鈴木桃子 （ピアノ）

開催
予定

ホール

♪私を泣かせてください（ヘンデル）
♪からたちの花（山田耕筰）
一般 1,000円 ／ 高校生以下 800円
※全席自由 ※当日200円増

［出演］演劇受講生

一般 500円

※全席自由

ワンコインコンサートvol.14
Duo Piccola Nave（ピアノ・バリトンデュオ）
温井裕人（バリトン）､平田もも子（ピアノ)

未就学児入場可能な
コンサートも同日開催！
詳細はすくすくキッズ
の情報をご覧ください。

♪プログラム未定
詳細が分かり次第、情報更新予定
一般 500円

※全席自由

サンハートジャズシリーズ

BIG BAND LIVE！（仮）

横濱J＆Bオーケストラ

8/1（土）10:00より
チケット発咳開始

♪ Glenn Miller Number
♪ Memories In minato-machi#13
（美空ひばりメドレー）
他
一般 1,500円 ／ 高校生以下 1,000円
※全席指定 ※当日200円増

横濱J＆Bオーケストラ

ワンコインコンサートvol.15
kinone（ピアノ連弾）
森真実 （ピアノ）、大木雅子（ピアノ）

未就学児入場可能な
コンサートも同日開催！
詳細はすくすくキッズ
の情報をご覧ください。

♪プログラム未定
詳細が分かり次第、情報更新予定
一般 500円

※全席自由

サンハート開館30周年記念

邦楽コンサート（仮）

箏（3面）、尺八・篠笛（1本）、三絃（1挺）、鼓（1挺）
を予定
プログラム未定・開催時間・チケット料金等
詳細が分かり次第、情報更新いたします

Dolcezza(ドルチェッツァ)

サンハート開館30周年記念

(土)

12/20 (日)
ホール

第8回サンハート・アンサンブル・オーディション

(日)

8/1（土）10:00より
チケット発咳開始

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
4/4（土）10:00より
チケット発咳開始

演劇祭2020

※未就学児入場不可

※全席自由
※前売券が完売の場合、当日券の販売・立見席はなし

サンハート開館30周年記念

※全席自由

［講師］松井工（文学座）

開演 14:00

草薙幸二郎

一般 500円

（ 開場13:30 ）

※未就学児入場不可

北原三枝

二谷英明

♪プログラム未定
詳細が分かり次第、情報更新予定

（ 開場16:30 ）

あさひ名画座第21弾「俺は待ってるぜ」

石原裕次郎

Duo Libertè（ピアノ連弾）
乙益乃衣（ピアノ）､住廣美沙都（ピアノ)

未就学児入場可能な
コンサートも同日開催！
詳細はすくすくキッズ
の情報をご覧ください。

② 開演 17:00

【出演キャスト】

上映 13:30

ワンコインコンサートvol.13

演劇受講生による集大成！
14時・17時共に同じ内容の演目となります。
演目内容は詳細が分かり次第、情報を更新致します。

① 開演 14:00

♪ 古今亭寿輔「文七元結」
♪ 春風亭柳若「紺屋高尾」

チケット好評発売中

(土)

ホール
※未就学児入場不可

第69回あさひ亭まねき寄席 －落語の名作を聴く－

※未就学児入場不可

6/13

（ 開場13:30 ）

StressFree

一 般 2,000円 ／ 中学生以下 1,000円
ペア券 3,500円（前売りのみ）

(月)

開演 14:00

♪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

※未就学児入場不可

9/14

イロトリドリのアイリッシュ・ミュージック
～アイルランドに魅せられて～
中藤有花（ヴァイオリン他） 中村大史（アコーディオン他）
長尾晃司（ギター他）
♪ Anniversary
♪ Mouse? Mouth? 他
一般 1,500円 ／ 高校生以下 1,000円
※全席自由 ※当日200円増
※2歳以下膝上無料（子供向けプログラムではありません） tricolor(トリコロール)

公演
情報

随時
更新

詳細情報が分かり次第、随時データを更新します！
どうぞお楽しみに！

8/2（日）
8/2（日）
9/27（日）
10/17（土）
10/18（日）
1/17（日）
2/中旬頃

サンハートオープンデー2020
第70回あさひ亭まねき寄席
第22回あさひ名画座（上映映画未定）
第9回アンサンブル・オーディション（予選）
第9回アンサンブル・オーディション（本選）
第71回あさひ亭まねき寄席
第14回バレンタインコンサート

