
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

サンハート開館30周年記念

Handbell Concert

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

横浜市旭区民文化センター

6

6月開催 サンハートホールで
ピアノを弾いてみませんか？

6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。

「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！

サンハート30周年記念コンサート

Handbell Concert
14：00開演 ホール

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」

13：30上映 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。

〈会 場〉サンハート ホール

〈出演者〉出演チーム ※結成順

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

〈料 金〉全席指定 一般 800円 / 当日 1,000円

※未就学児入場不可

〈曲 目〉皇帝円舞曲、しずけき祈りの、カルメン オレ！ No.2
アマポーラ、川の流れのように 他

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（10時～18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）※ただし5月31日(日)まで臨時休館

6/17 (水)

10:30~

6/13 (土)

13:30上映

6/28 (日)

14:00 開演

6/13 (土)

6/9 (火)

おはなしかい
10：30開演 ホールロビー6/17 (水)

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！

©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

6月以降の主催公演については、新型コロ
ナウイルスの感染症拡大の状況によっては
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、休館を延長する可能性があります。

お手数でございますが、必ずお電話かホー

ムページで開館しているか事前に確認を

してからご来館ください。

延期

中止

イベント中止 中止

Q.1
サンハートで購入したチケットは

どうなるの？

A.開館後にご都合がよろしい時にチケットをお持ちの上、

ご来館ください。支払期限は設けておりませんが、

なるべく早めにお越し頂けると幸いです。

Q.2
5月31日(日)までの間に施設を

利用する予定だったんだけど…

A.3月1日(日)～5月31日(日)までの間に施設をご利用を予

定されていたお客様におかれましては、施設利用料を全

額返還させていただきます。開館後、利用許可書をお持

ちの上、ご来館ください。支払期限は設けておりません

が、なるべく早くお越し頂けると幸いです。

Q.3 6月以降の予約をキャンセルしたいが、

休館中で手続きできない！

A.6月以降にご利用になるお客様には、半額返還させてい

ただきます。開館後、利用許可書をお持ちの上、ご来館

ください。なお、イベントや練習の中止が決定した場合

は、その時点でお電話にてご相談ください。

電話番号：045-364-3810(受付時間10:00～18:00)

Q.4
予約支払期限が休館中で支払いに

来れない！

A.3月1日(日)～5月31日(日)までに予約システムにて取得

した予約の支払期限につきましては、6月30日(火)まで延

長しております。開館後にご来館ください。

3月1日(日)～5月31日(日)まで
臨時休館中です。

6/28 (日)

※施設予約のお問い合わせの際は「はまっこカードの
団体名(個人名)」、「利用日」、「利用室場」をお知
らせください。



石川洋子ギター＆ウクレレ教室 スチューデンツコンサートNo.32〈クラシック〉
【料金】無料 【出演】石川洋子、アンサンブルメロディア、ウクレレグループ「ホイホイアロハ」
【曲目】入江のざわめき/I・アルベニス 【問合】石川洋子ギター＆ウクレレ教室 045-803-7129(石川)

ホール

あさひ名画座第21弾 俺は待ってるぜ
【料金】〈全席自由〉前売券700円、当日券800円
【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。

サンハート開館30周年記念Handbell Concert〈ハンドベル〉
【料金】〈全席指定〉一般 800円(当日1,000円)
【出演】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 【曲目】皇帝円舞曲 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。

音楽ホール

川俣明ギターリサイタル〈クラシック〉
【料金】〈全席自由〉前売 2,500円(当日3,000円) 【出演】川俣明(ギター) 【曲目】アルハンブラ宮殿の想い出/タルレガ
【問合】タルエゴ・ギター・アンサンブル 0466-36-7421(川俣)

ピアノ・声楽研究会〈クラシック〉
【料金】無料・入場自由 【出演】奥山千賀子(メゾソプラノ)、浅川寿子(ピアノ)、奥山音楽研究室生徒
【曲目】アリオダンテより/ヘンデル 【問合】奥山千賀子 045-922-4328(奥山)

※このご案内は5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

第3回アカンサスデッサン・水彩画展〈水彩画〉
【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】アカンサス水彩画会 090-7404-2884(藤井)

第6回フォト・四季写真展〈写真〉

【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】フォト・四季 045-303-2440(佐藤)

2020グループQ展〈油彩・水彩〉

【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】グループQ展 045-361-4818(平田)

第20回旭芸術写真会展〈写真〉

【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】旭芸術写真会 045-367-2259(沖)

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. 6 6月の休館日 ◇ 9日(火)

開演14:00

21 (日)

13(土)

13:30 上映

28(日)

14:00 開演

サンハート取り扱いチケット〈窓口販売のみ〉

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

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！

13(土)

14:00 開演

20(土)

18:45 開演

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。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。

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。
※休館期間中に入会手続きを希望する方は、

電話にてご相談ください。

電話番号：045-364-3810(受付時間10:00～18:00)

◇ ◇ 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9/27(日)延期になりました】

【こちらの公演は中止になりました】

6/2（火）
～6/7(日)

6/10（水）
～6/15(月)

6/16（火）
～6/22(月)

6/23（火）
～6/29(月)

セロ弾きのゴーシュ朗読会＆上映会(1/23(土)に延期)

親子で楽しい「骨盤ダイエットYOGA」(11/2(月)に延期）

気軽に寄り道コンサートVol.2（12/18(金)に延期）

あさひ亭まねき寄席（1/17(日)に延期）

あさひ名画座「俺は待ってるぜ」（9/27(日)に延期）

3/7 （土）
3/15（日）
6/28（日）

主催有料イベント中止・延期一覧

JAZZスタンダードスペシャル(中止)
ワンコインコンサートVol.15(中止)
Handbell Concert(中止)

2/29（土）
5/19（火）
5/22（金）
5/30（土）
6/13（土）

当館は、新型コロナウイルスの感染症の拡大を防ぐため、2020年3月1日(日)～5月31日(日)の
間、臨時休館の対応をしております。
上記公演のチケットをご購入いただいているお客様におかれましては、6/1(月)以降ご都合がよ
ろしい日にチケットを持参の上、ご来館いただければ払い戻しをさせていただきます。
なお、6/1日(月)以降は通常通りの営業を予定しておりますが、状況により更なる休館延長の可
能性もございます。払い戻しでご来館の際は、前もってご確認の上、お越しくださいますようお
願いいたします。

横浜市旭区民文化センターサンハート

延期

中止


