
第69回あさひ亭まねき寄席
ー落語の名作を聴くー

気軽に寄り道コンサートvol.2
～贅沢なひと時をあなたに～

〈出演者〉StressFree

小林秀吏 (ハープ )

矢島絵里子 (フルート )

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

サンハート区民企画 あさひ名画座第21弾

俺は待ってるぜ

すくすくキッズプログラム
初心者OK♪

親子で楽しい「骨盤ダイエットYOGA」

＜春は骨盤矯正のゴールデン期間です♪＞
気温上昇と共にゆるむ/ゆがむ/ひろがる骨盤はリセットのチャンス♪

正しい位置へ導きスッキリ整えます。親子で楽しさ倍増！

お家遊びのヒントも満載のひとときです。

横浜市旭区民文化センター

すくすくキッズプログラム
初心者OK♪
親子で楽しい「骨盤ダイエットYOGA」

カルチャー工房
①10：00～10：40 ②11：00～11：40

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？

5/11(月)、5/13(水)、5/18(月)、
5/19(火)、5/20(水)、5/27(水)

5

5月開催

(6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？

5/11(月)、5/13(水)、5/18(月)、
5/19(火)、5/20(水)、5/27(水)

〈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!

チケット好評販売中！
お申込みは、お電話・窓口・WEBにて！

5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。

〈会 場〉サンハート 音楽ホール

〈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

お仕事や学校帰りに気軽に立ち寄ってほしい、そんな思いを込めた
「気軽に寄り道コンサート」。
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。

「横浜」を舞台に繰り広げられるサスペンス・ドラマ。
裕次郎の実兄である石原慎太郎が、裕次郎のヒット曲を元にオリ

ジナル脚本を執筆し、映画化した娯楽大作！

第69回あさひ亭まねき寄席
—落語の名作を聴く—

14：00開演 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～

19：30開演 音楽ホール

〈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。

〈講 師〉かとうめぐみ
（ママとベビーのヨガ／えがおのたね）

〈会 場〉サンハート カルチャー工房
〈料 金〉1,000円（親子ペア券)

※兄弟連れ未就園児のみ可能（追加無料）

〈対 象〉3か月～未就園児
※①、②ご都合のよろしい時間帯をご予約ください
※首がまだ座っていないお子様の参加はご遠慮いただいております

〈定 員〉各回10組20名
〈申 込〉電話・窓口にて受付中
〈持ち物〉手で持てる大きさのお気に入りのおもちゃ

（電子音が鳴らないもの）、動きやすい服装、水

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）

5/21 (木)

10:30~

5/19
(火)

① 10:00～

② 11:00～

6/13 (土)

13:30上映

5/22 (金)

5/19 (火)

5/30 (土)

5/12 (火)

おはなしかい
10:30開演 ホールロビー5/21 (木)

5/22 (金)

19:30開演

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)

11:00～17:00

「アートマーケット」
出店者募集！

〈日程〉7/4(土)･5(日) 〈時間〉全日程11:00～17:00
〈会場〉アートギャラリー、カルチャー工房
〈申込〉窓口、FAX、メール、郵送(電話は不可)
※詳細はチラシ、ホームページをご覧ください。

毎年人気のアートマーケット。令和2年度の第1回目は7月に開催決
定！今回はマーケットのみの開催です。そこで、出店していただ
ける参加団体・アーティストを大募集！
アクセサリーや雑貨、陶器、フラワーアレンジメントなど、手作
りのアート作品ならばOK！
この機会に皆さんの作品を販売、そしてアート作品の手作りする
楽しさを届けてみませんか？

申込期間 4月5日（日）10時～4月30日（木）
※先着順ではありません。※応募多数の場合は抽選となります。

7/4 (土)

～5 (日)

サンハート30周年記念事業

演劇出演メンバー大募集！
演劇1日お試し体験＆裏方メンバー同時募集

講師・松井工（文学座）による演劇指導！
未経験者大歓迎！私たちと一緒にお芝居を作り上げていきましょう！

〈日程〉9/3～11/5 毎週木曜日(1日体験は8/23（日）のみ)
11/7（土）ゲネプロ・11/8（日）本番

〈時間〉昼コース13：00～16：00／夜コース18：00～21：00

詳細はサンハートまでお問い合わせください

9/3 (木)

　　より開始！

サンハート30周年記念事業

演劇脚本大募集！

●応募資格：年齢、性別、国籍等は一切不問

●審査員：松井工（文学座）

●応募規約／内容
・日本語によるオリジナル未発表、未上演の作品
・採用された作品の著作権は作者（現著者）に帰属する
・応募後の原稿は、差し替え、返却は一切できない
・他作品より引用した場合、その作品名及び引用箇所を明記する
・1時間程度の作品
・登場人物は15人から20人程
（登場人物は30代から80代の男女。男女の比率は女性8割、男性2割。）

・場面転換はあまり無い物
・作品は手書きでもワープロ原稿でも構わない
⑴いずれも頁数を記入
⑵表紙にタイトルと作者名を記入
⑶作者個人のプロフィール（氏名（P.Nの方は本名も）、住所、電話番
号、E-MAILアドレス、略歴）
●提出方法：郵送、窓口直接、メール(sunheart@sunheart.info)のいずれか

採用された方は、11月8日（日）開催「サンハート30周年記念事業演劇
祭」で公演させていただきます

8/2
(日)

締切！

5/30 (土)

14:00開演

〈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

©日活

〈今後の主催公演についてのお知らせ〉

サンハート 館長

5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。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により予定が
変更する可能性があります。ご了承ください。

延期

延期

中止

延期



ホール

懐かしの昭和歌謡とエレキサウンドコンサート〈ポピュラー〉【こちらの公演は中止になりました】
【料金】〈全席自由〉前売券1,300円、当日券1,500円
【出演】スターシップ・セーラーズ、ビリー稲本＆ZCC、K.muse.T、ハイパーゴールデンサウンズ
【曲目】ダイアモンドヘッド/ダニー・ハミルトン 【問合】セーラーズ 090-3235-9830(内田)

愉快な親父たちのエレキ・フェスティバル15〈ポピュラー・エレキバンド〉
【料金】無料 【出演】Gentle Wave、AMS、ヘンリー小島とマジックナイツ 【曲目】キャラバン
【問合】M・K music studio 090-8505-2438(勝村)

矢島音楽教室発表会(ピアノ・エレクトーン)〈クラシック〉【こちらの公演は中止になりました】
【料金】無料・入場自由 【出演】矢島音楽教室生徒&講師
【曲目】「ピアノのために」より/ドビュッシー 【問合】矢島音楽教室 045-951-2416(矢島)

箏・三絃・尺八のしらべ 旭区三曲会演奏会〈伝統音楽〉
【料金】無料・入場自由 【出演】旭区三曲会会員・門人一同 【曲目】松島めぐり/筑紫歌都子 他19曲
【問合】旭区三曲会 045-365-4468(山﨑)

第33回あさひ茶花道協会いけばな展 お茶会〈いけ花展・お茶会〉

【料金】無料 【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444(植田)

第69回あさひ亭まねき寄席ー落語の名作を聴くー〈寄席〉
【料金】〈全席指定〉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】古今亭 寿輔(落語)、春風亭 柳若(落語)、やなぎ 南玉(曲独楽)、春風亭 昇りん(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。

音楽ホール

青木ギター教室発表会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【曲目】アルハンブラの想い出/F.タレガ
【問合】青木ギター教室 045-364-3531(青木)

Continuare Vol.6 クラシック演奏会〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉500円 【出演】南川りほ、為田恒子、児玉直子、平井恵津子
【曲目】バラード3番/ショパン 【問合】 080-5183-4205(南川)

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/バッハ 他 【問合】Y 090-9373-5854 (鈴木)

昼の音を楽しむ会〈クラシック・ポピュラー〉
【料金】無料・入場自由 【出演】伊東福雄、平賀雅子、秋山恵美子、宮本紀子
【曲目】ひまわり/H.マンシーニ 【問合】たんぽぽギター 090-4009-1401(平賀)

皆んなで唄おう！第19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】哀愁列車/鎌多俊与 【問合】楽団GHQ 045-715-4074(サンドウ)

気軽に寄り道コンサートVol.2～贅沢なひと時をあなたに～
【料金】〈全席自由〉一般1,000円/高校生以下800円※当日200円増し※未就学児入場不可
【出演】Stress Free(ストレスフリー) 小林秀吏(ハープ)、矢島絵里子(フルート)
【曲目】フルートとハープのための協奏曲/モーツァルト、ジブリメドレー 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。

斎藤龍ベートーヴェンプロジェクト“ベートーヴェンそのはじまり”〈クラシック〉
【料金】一般3,000円 【出演】斎藤龍(Pf)、佐原敦子(Vn)、豊田庄吾(Vc)
【曲目】ピアノソナタ 第8番「悲愴」/ベートーヴェン 他 【問合】BPコンサート実行委員会 050-3634-4632(斎藤)

※このご案内は4月15日現在の内容です。新型コロナウイルスの影響によりイベントの内容が変更・中止になっている場合がございます。
最新情報については、主催者にお問い合わせください。

アートギャラリー ※すべて中止になりました

横浜旭スタンペックス’20 第23回世界の切手展〈世界の国々の郵便切手をビニールパネルにて展示・約8000枚の切手〉
【時間】10:00～17:00(初日12:00～、最終日～17:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】横浜旭郵趣会 045-391-0412(大橋)

ひょうたん作品展〈ひょうたん工芸〉

【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～15:00) 【料金】無料・入場自由
【問合】神奈川ひょうたん会 090-3087-3663(丸山)

第33回あさひ茶花道協会いけ花展お茶会〈いけ花・お茶会〉

【時間】10:00～17:00(初日10:00～、最終日～17:00)※お茶席は15:00まで
【料金】入場自由 お茶券:1席500円(※お茶席のみ有料)
【問合】あさひ茶花道協会 045-951-0444(植田)

第29回旭区水墨画公募展〈水墨画・墨彩画・南画〉

【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】旭区水墨画会 045-953-5659(水谷)

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. 5 5月の休館日 ◇ 12日(火)

開演14:00

30 (土)

開演13:00

9 (土)

開演14:00

8 (金)

開演14:00

21 (木)

～5/10 (日)

5/7 (木)

～5/17 (日)

5/14 (木)

～5/24 (日)

5/23 (土)

～6/1 (月)

5/26 (火)

開演11:00

17 (日)

23(土)・24(日)

10:00～17:00

3(日・祝)

13:00 開演

4(月・祝)

13:00 開演

6(水・祝)

13:00 開演

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ〉

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

6/13 (土)

14:00 開演

開演19:30

22 (金)

開演13:30

23 (土)

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、サンハートまでお問い合わせください！

3(日・祝)

16:00 開演

5/3(日・祝)

13:00 開演

6(水・祝)

13:00 開演

4/28 (火)

14:00 開演

Capriccio コンサート〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】柴田直美(Vo)、岩間和子(Vo)、岩瀬泰子(Pf)
【曲目】さくら横ちょう/中田喜直 【問合】Capriccio 045-873-4212(秋山)

室内楽の午後〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】 荒井隆(Vn)、荒井あゆみ(Vn)、井ノ口上枝(Vn)、丸島礼子(Pf)
【曲目】フルート四重奏曲第1番/モーツァルト 他 【問合】A＆T合奏団 090-6544-0117(荒井)

Little Harmony Concert4〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉1,500円 【出演】 石川真理子(Sop)、浜野加奈(Sop)、内海祥子(Pf)、柿沼叔子(Pf)
【曲目】ふるさと/岡野貞一 【問合】リトルハーモニー 090-2339-7902(石川)

開演13:30

25 (月)

開演13:30

30 (土)

開演14:00

31 (日)

友の会第12期
（ 令和2年 4月～ 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。

◇ ◇ サンハート友の会提携店 ◇ ◇

〈 二俣川ライフ 〉
仕立屋 / 洋食じゅり / ボディタイム / ドトールコーヒー
/ とんかつ新宿さぼてん

〈 ジョイナステラス二俣川 〉
しゃぶしゃぶ肉処 美山 / 星のうどん 庵 / FUJIYA /
Re.Ra.Ku / HONDA・AVEDA hair & spa / ラフィネ /
スタジオアリス

【こちらの公演は中止になりました】
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【こちらの公演は延期になりました】
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