サンハート
オープンデー 2019

カルチャー工房
イベントに参加しながら
スタンプを つ以上集めて
プレゼントをゲットしよう！

日頃からサンハートをご利用いただいている皆様に
感謝の気持ちを込めて、サンハートを1日開放！！
家族でお楽しみいただけるイベントを多数ご用意しました！

受付にて用紙を配布します！

みんなといっしょに手作り楽器を作って、リズム遊びを楽しもう！
最後はロックの原点ともいわれるブルースの曲を木琴の演奏とともに、
作った楽器を弾いてみよう！

このコンサートには、プログラムがありません。雰囲気や反応や、み
なさんとのやり取りの中から、その都度、1回限りのかけがえのない
物語を、一緒に作ってゆきます。今日は、どんな曲が、そして、どん
なお話が飛び出すのでしょうか。

はじめての親子ジャズ
歌って踊ってみんなで盛り上がろう
はじめてのジャズデビューはサンハートで！一流ミュージシャンがお
届けする0歳からのジャズコンサート！笑って歌って元気いっぱいに
踊りましょう！泣いてしまっても大丈夫。見どころ！聴きどころ満載
の楽しいジャズの世界へようこそ♪

一般 ￥2,000 / ペア券 ¥3,500（前売券のみ）
小・中学生 ￥1,000 / 未就学児 ¥500
2歳以下膝上無料（席を必要とする場合は、要チケット）

♪ Sing Sing Sing
♪ In The Mood

江藤 良人(Dr)

宮本 貴奈(Pf)

井上 陽介(B)

あの曲・この曲新発見！歌の魅力も大発見！誰もが知ってる！聞いた
ことがある曲を一緒に歌いませんか？唱歌にアリアにイタリア歌
曲･･･楽譜は読めなくても大丈夫！曲の成り立ちや時代背景、作曲家
等の解説を交えながら歌の楽しさ・歌の奥深さを知ってみましょう！

※未就学児入場可ですが、
未就学児向けのプログラムの用意はありません。

●藤原 規生
国立音楽大学声楽学科卒業。声楽家・合唱指揮者として多数の
コンサートに出演。その活動は多岐に亘る。
現在、洗足こども短期大学非常勤講師、国立音楽大学附属中学
校・高等学校非常勤講師。日本合唱指揮者協会理事・事務局長、
一般財団法人オペラアーツ振興財団事務局長。

ハンドパンの唯一無二の癒しの音色と6弦ベースの幅広い和音感、
そしてその時々でしか生まれない即興をぜひお楽しみください！

入場自由・無料

藤原規生

ephemeral notes
母良田豪、小野武人

よみきかせサポーターによる

神奈川の現役音大生2人組によるHandpan×
Bass Duo。 2018年4月結成及び始動。 都内や
神奈川などでHandpan NightなどのLIVEに出演
する傍ら、各地の路上にて活動中。
ユニット名「ephemeral notes」は直訳すると
儚い音達という意味である。その瞬間、その時
にしか存在しない音を即興演奏という形で表現
し続けている。

15:00 開場 15:30 開演

おはなしかい

毎月1回サンハートで行っている「おはなしかい」。
オープンデーではいつもとは違うアートギャラリーで開催。
手遊びや歌も登場する・・・かも！？
絵本に囲まれた空間で、おはなしかい
を楽しもう！

10:00～10:30

情報コーナー

未就学児対象
無料 ・ 申込不要

想像力で心と頭を育む！ 手作り絵本工房

あさひくん握手会

一般 ￥1,000

10:00～17:00
入場自由・無料

● ephemeral notes

～夏にちなんだ名曲をお届けします～

昨年人気を博した「絵本限定いちにち図書館」が今年もサンハートに
やってきます！本好きが選んだとっておきの絵本の数々。
展示しているすべての絵本に、
選出者からの愛情たっぷりな紹介文が
ついています。

（13:00～14:30の間は他イベント開催の為一時閉鎖）

①12:10～12:30 ②15:05～15:25

Summer Concert

〈全席自由〉

絵本限定いちにち図書館

守安功&雅子

小・中・高校生￥800
Yumiko（Fl)

大人￥800 / 小・中・高校生￥500

♪ さとうきび畑
♪ Santa Lucia 他

♪ ダニー・ボーイ
♪「世界貿易センタービル」
/ ヴィンセント・ブロドリック
♪「愛のグラウンド」
/ ゴッドフリー・フィンガー 他

※未就学児入場不可

13:30 開場 14:00 開演
未就学児無料

ホールロビー

真夏の名曲尽くし！パワフルな2人がお届けするフルート×ピアノの
コンサート！聴きなじみのあるクラシック音楽、童謡、ポップス、と
盛り沢山なプログラムをご用意！ご一緒に歌うコーナーもございま
す！皆さんでサマーコンサートを満喫しましょう。

楽譜は読めなくても大丈夫！
一緒に楽しく歌いましょう！

大野美音

ミニコンサート

※未就学児入場不可

ミーティングルーム

アートギャラリー

一般 ￥1,000

1990年代より、毎年、アイルランドに1年の3分の
1の期間滞在し、変わりゆくこの国を見つめつつ、
今は亡き名人たちを含む、アイルランドのさまざま
な地方の演奏家たちから教えを受けてきた。その活
動は、ドキュメンタリー番組にもまとめられ、 ア
イルランド国営放送でも放映された。

Sing in Chorus

〈全席自由〉

〈全席自由〉

●守安功&雅子

♪夢をかなえてドラえもん 他

高澤 綾(Tp)

12:15 開場 12:45 開演
小・中・高校生￥800

10:30 開場 11:00 開演
〈全席自由〉

文化庁芸術祭現代音楽部門優秀賞を２回受賞、レコード芸
術大賞現代音楽部門受賞、コンセールアミ・コンクール受
賞。マリンバリサイタルを台湾で、４オクターブのヴィブ
ラフォンリサイタルを世界で初めて東京で行い絶賛を得る。
現在、木琴演奏家、舞台関連の打楽器奏者として活躍中。

～アイルランドと英国の伝統音楽
アイルランドと英国のバロック音楽～

入場自由・各店舗参加費有り（当日会場にて、予約可能）

キラキラシェイカー

●大野美音 （おおの みお）

アイルランドの風

11:00～17:00
※５店舗出店予定。出店情報はHPをご覧ください。

①12:10～13:00
②15:15～16:05
かんたんだねっと

JAZZ FOR KIDS

手作りの楽しさを堪能！自分だけの“作品”を作り上げよう！
中には夏休みの自由研究にもピッタリな題材も？！
物作りの大人も子供も楽しめる手作り作品ワークショップです。

みっこお姉さんと、ロックしちゃう！

参加費 ¥300
各回定員 11組（保護者の付き添いは1名まで）
当日整理券配布10:00～(先着順)

ホール

ハンドメイドワークショップ2019

♪「アルルの女」
よりメヌエット
♪ 涙そうそう
♪ 浜辺の歌
♪ 少年時代 他

リクエスト曲大募集！
皆様からの夏に関するリク
エスト曲を承ります！
当日あなたのリクエスト曲
が演奏されるかも・・・?!
お買い求めの際、お気軽に
ご意見お聞かせください。
〈 締切 7/5(金)まで 〉

あさひくんと握手をして
写真もいっしょに撮れちゃう！
いつあさひくんが現れるのかはお楽しみに！

旭区マスコット
キャラクター
あさひくん

文字とことばの面白さを伝えようと、この世のどこかを旅している
サーカス団の世界を描いた絵本「ことばサーカス」。この「ことば
サーカス」をテーマに、レクチャーを受けながら3ページの手作り絵
本を作ってみよう！

13:00～14:30

あさひくんぬりえコーナー
朝香智子（Pf)

あさひくんのぬりえであそぼう！
好きないろで、かわいくぬってね！

音楽ホール

10:00～17:00
入場自由・無料

参加費¥500 /定員15名/対象年齢4歳～小学校2年生
事前申込必要 〈6/15（土）10時～ 電話・来館にて受付〉
●二歩／にほ
星功基と西村祐貴による文字とことばのデザインユ
ニット。2012年結成。文字あそび、ことばあそびを素
材にして絵本、アニメーション、紙芝居、紙プロダク
トなど、幅広い表現方法で活動。仕掛けやギミックを
得意として、伊勢丹やPARCOなどでも仕掛けつきの手
紙をつくるワークショップも多数行う。

二歩／にほ

横浜音祭り２０１９
パートナー事業

オープンデータイムスケジュール
朝から夕方まで一日楽しめるサンハートのオープンデー！イベントの詳細は中面をご覧下さい！

ホール

音楽ホール

ｶﾙﾁｬｰ工房

10:00
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15:30 開演

16:30
17:00
スタンプラリー！

イベントに参加しながらスタンプを

つ以上集めてプレゼントをゲットしよう！

２０１９．８．４ (Sun)

横浜市旭区民文化センター

主催

（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）

後援

横浜アーツフェスティバル実行委員会

〈窓口・電話〉
〈WEB〉

℡：

10:00～17:00

（９～２１時・不定休）

※別途手数料が必要になります。友の会割引は適用されません。

カンフェティ https://www.confetti-web.com
℡：0120-240-540 (平日10-18時)

チケットぴあ https://t.pia.jp/ ℡：0570-02-9999（24時間受付）
http://www.sunheart.info/

＠sunheartkun

交通
アクセス

相鉄線二俣川駅下車
北口から徒歩２分

※当館専用の駐車場はございません。
近隣の有料駐車場をご利用ください。

https://www.facebook.com/sunheart.info/

＠sunheart_kun

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）

