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サンハート30周年記念事業

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～

〈会 場〉 サンハート ホール

〈出演者〉 tricolor（トリコロール）
中藤有花、長尾晃司、中村大史

〈料 金〉 全席自由一般1,500円 /高校生以下1,000円
※当日200円増 2歳以下膝上無料

〈発売日〉 6月19日(金) 10：00 ～予定

7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。

おはなしかい

10：30開演 ホールロビー7/10 (金)

7/14 (火)

第9回

サンハートアンサンブル・
オーディション参加者募集！

●日程：[予選]10月17日（土）
[本選]10月18日（日）

●募集部門：弦楽ピアノデュオ、管楽ピアノデュオ、
室内楽（楽器編成自由。8人構成まで）

●応募資格：国籍不問、年齢制限なし

●応募期間：2020年7月1日（水）～9月13日（日）必着

●参加料：一組5,000円（予選及び本選の参加料として）
※いかなる理由も返金は致しません。
(但しコロナウイルス感染症の影響による中止の場合は除く)

詳細はサンハートまでお問い合わせくださいませ。

7/1 (水)

　　応募開始！

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！

〈条件付一部開館のお知らせ〉

サンハート 館長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防ぐため、5月31日(日)まで全館臨時休館
となっておりましたが、6月1日(月)より施
設の利用を一部再開しております。
今後の新型コロナウイルス感染の状況に

よっては、感染拡大防止のために利用直前
にお断りをさせていただく場合もございま
す。ご利用の皆様には、ご不便をおかけい
たしますがご理解・ご協力のほどよろしく
お願いいたします。
なお、こちらは6月18日(木)までの対策

です。6月19日(金)以降は変更される可能
性がございますので、最新情報をHPやお
問い合わせ等でご確認くださいませ。

中止

利用再開施設
※～6月18日（木）

☑ホール ☑アートギャラリー

☑音楽ホール ☑ミーティングルームＡ/Ｂ

※音楽工房Ａ～Ｄ、カルチャー工房、情報コーナーに

ついては、当面の間利用休止とさせていただきます。

サンハートくん

新しい生活様式に伴い、ご利用の皆さまには
ご不便をおかけいたしますがご理解・ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

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

●参加費：一般24,000円/ユース割15,000円※1日お試し体験を含む

裏方1,000円※1日お試し体験を除く

1日お試し体験2,000円

9/3 (木)

　　より開始！

9/5 (土)

      14:00 開演

第8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

ワンコインコンサート Vol.13

〈会 場〉 サンハート ホール

〈出演者〉 ピアノ連弾 Duo Liberté
乙益乃衣(左)、住廣美沙都(右)

〈料 金〉 全席自由 500円
※①0歳から入場可能
※②未就学児入場不可

〈発売日〉 6月19日(金) 10：00 ～予定

9/14 (月)

①11:00 開演

②14:00 開演

自主企画公演を
中止・延期します

弊館では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防

ぐ為、大変残念ですが8月2日(日)までのすべての自主

企画公演を中止・延期にすることに致しました。

楽しみにして下さっていたお客様にはご不便、ご

迷惑をおかけいたします。

以降の公演につきましても中止となる可能性がご

ざいますので予めご了承下さいませ。

8/2 (日)

まで

利用条件に関しましては裏面をご覧ください。

※6月19日(金)以降の利用可能施設は変更になる場

合がございます。

※この情報は5月末時点のものです。予告なく変更

になる場合がございますので、最新情報をＨＰやお

問い合わせ等でご確認くださいませ。

6/1 (月)

から

施設ご利用に関してのお願い

この再開に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止
のために、当館では以下を実施しています。

●受付窓口へ飛沫防止パーテーションを設置
●現金の受け渡し時にトレーを使用する
●横浜市より制定されたガイドラインに基づき対策
を実施

また、以下の条件に当てはまる方には、ご来館をお
控えいただいております。

●発熱または風邪の症状がある方（咳を含む）
●マスクを着用されていない方



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. 7 7月の休館日 ◇ 14日(火)

友の会第12期会員募集中 !

※詳細は友の会の募集案内をご覧ください。

①対象チケット割引販売

②対象チケット優先予約
③催し物案内やチラシをご自宅にお届け
④対象店舗での各種お得なサービス
（二俣川ライフ、ジョイナステラス内一部店舗）

年会費 1,300円

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！

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.12(中止)
Handbell Concert(中止)

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

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お持ちの上、ご来館いただければ払い戻しをさせていただきます。特に期
限は決めておりませんが、なるべく早めにお越し頂けると幸いです。
ご来館の際は、必ずマスクの着用をお願い致します。着用されていない場合、入館をお断りさせ
ていただきます。

横浜市旭区民文化センターサンハート

延期

中止

条件付き一部開館について

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため全館臨時休館となっていましたが、6月1日(月)より施設の利用
を一部再開しております。
今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては、利用直前にお断りさせていただく場合もございます。
ご利用の皆様には、ご不便をおかけいたしますがご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※対象期間：6/1(日)～6/18(木)
※19日(金)以降、利用条件等が変更する可能性がございます。詳しくはサンハートまでお問い合わせくだ
さいませ。

利用条件

※利用料金返還の取扱について※

1. 利用予定日が3/1(日)～5/31(日)までのもの

2. 利用予定日が6/1(月)以降で、5/31(日)までに予約システムで予約してあったもの

(6/1(月)以降に予約された方は対象外)

ホール
⚫ 入場者数の上限は100名まで（スタッフ・出演者は含めない）
⚫ 舞台上に上がる上限数は15名まで（密集した集合写真も控える）
⚫ 楽屋の利用者数上限はＡ／Ｂ共に5名ずつ
⚫ ホールロビーでの飲食は原則禁止（必要最低限の水分補給は可）
⚫ 大声での発声、歌唱、呼気が激しくなるような運動の利用は利用不可
⚫ 管楽器を使用する場合は唾受けを使用

全館共通
⚫ 石鹸による手洗い、手指消毒、ソーシャルディスタンスの徹底
⚫ マスクの着用（着用していない方の入館は不可）
⚫ 体温確認を含めた健康チェック（ご自宅にて）
⚫ 37.5℃以上の体温、咳の症状、その他体調に不安のある方のご利用をお断りする場合がある
⚫ 大声での会話は控える
⚫ 来場者、参加者の氏名・連絡先収集の協力

アートギャラリー

⚫ 入場者数の上限は26名まで（スタッフは含める）。これを越えないように受付にて入場制限を行う。
⚫ 間隔を置いたスペース作り（展示は最低1ｍ確保する）
⚫ 来場者同士の対面を避けるため、一方通行で観覧できるようにする
⚫ ギャラリートーク、表彰式等のイベントは不可
⚫ 直接手で触れることが出来る展示物（ハンズオン）は原則禁止

ミーティングルームＡ／Ｂ

⚫ 入場者数の上限はＡ／Ｂ共に7名まで（Ａ／Ｂ同時使用で間仕切りを外す場合は15名まで）
⚫ 利用者同士の間隔を2ｍ（最低1ｍ）確保する
⚫ 受講者同士、講師と受講者の接触を回避できない催しの利用は不可
⚫ 必要最低限の水分補給を除き、飲食の利用は禁止

上記2点のどちらかに該当しているお客様には利用料を全額返還いたします。利用許可書をお持
ちの上、サンハート窓口へお越しくださいませ。期限は設けませんが、なるべく早めにお越し
頂けると幸いです。なお、状況によっては内容が変更となる場合がございます。予めご承知く
ださい。（2020年5月31日(日)現在）

音楽ホール

⚫ 入場者数の上限は50名まで（スタッフ・出演者は含めない）
⚫ 舞台上に上がる上限数は10名まで（密集した集合写真も控える）
⚫ 楽屋の利用者数上限は2名まで
⚫ 音楽ホールロビーでの飲食は原則禁止（必要最低限の水分補給は可）
⚫ 大声での発声、歌唱の利用は利用不可
⚫ 管楽器を使用する場合は唾受けを使用


