主催公演のご案内

7/2（土）

8月

13:30開場
14:00開演

7/2（土）

サンハート夏休み
子ども向けイベント一覧
※詳細/申込は裏面をご覧ください。

0歳からの親子で楽しむコンサート
オーディション優秀賞受賞組によるコンサート
ハープとマリンバで名曲をお届けします。

10:30開場
11:00開演

会場

サンハート

出演

ことこと

曲目

『タンゴ組曲』
『映画「モダン・タイムス」より スマイル』
『アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌』

ホール

横 浜 市 旭 区 民 文 化 セ ンタ ー

サンハート

サンハートオープンデー
■オシゴト体験(昨年：シゴト小学校)【8/7(日)】
お仕事体験で「自由研究」を完成させよう！

■こどものための演劇ワークショップ【8/7(日)】

会場

サンハート ホール

出演

ことこと
黒岩妃奈乃(ハープ) 小嶋義貴(マリンバ)

曲目

全席自由 一般500円
ベビーカー席500円(限定14席)
■2歳以下のお子様は膝上無料
■ベビーカーに乗せながら鑑賞する場合は
別途500円(限定14席)

申込

窓口・電話(045-364-3810)
チケットぴあ(Pコード：215758)

’22
YOKOHAMA SWING EMOTION VOL.31

全席自由

こ ど も 自 然 公 園 野 球 場 ( 二 俣 川 ・ 大 池 )

中学生以下無料
(要保護者同伴)

☛詳細はHPにて

旭ジャズまつり
実行委員会

申込

窓口・電話(045-364-3810)
チケットぴあ(Pコード：215764)

8/7（日）

045-364-3810

FAX

045-391-6930

開館時間

9時～22時（受付は21時まで・不定休）

HP

9/11（日）

サンハート 音楽ホール

出演

岡本拓也(クラシックギター)

曲目

『アルハンブラの思い出』
『ギターのためのソナティナ』
『フリア フロリダ』 他

会場

サンハート ホール

出演

上手に奏で隊(じょうずにかなでたい)

曲目

『ディズニーソングメドレー』
『オペラ《ラクメ》より「花の二重唱」』
『ラデツキー行進曲』
※プログラムは都合により変更する場合がございます。

料金

※プログラムは都合により変更する場合がございます。

料金

全席自由
一般2,000円 高校生以下1,000円
ペア券3,500円(前売のみ)
窓口・電話(045-364-3810)
チケットぴあ(Pコード：213631)
カンフェティ(WEBのみ)http://confetti-web.com

https://www.sunheart.info

8/7（日）

申込

窓口・電話(045-364-3810)
チケットぴあ(Pコード：219603)

9/11（日）

サンハートオープンデー
オーディション最優秀賞受賞組によるコンサート
歌の魅力たっぷりお伝えする１時間をお楽しみください♪

13:30開場
14:00開演

会場

サンハート

出演

三遊亭遊雀 桂夏丸 ぴろき
ねづっち 笑福亭ちづ光

料金

ホール

全席指定
一般3,000円 高校生以下2,000円
ペア券5,000円(前売のみ)

会場

サンハート ホール

出演

上手に奏で隊(じょうずにかなでたい)
神谷咲貴(ソプラノ) 齊藤日向(メゾソプラノ) 冨田優（ピアノ）

曲目

相鉄線 二俣川駅下車 北口から徒歩2分

※弊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。

申込

窓口・電話(045-364-3810)
カンフェティ(WEBのみ)http://confetti-web.com

『秋の唱歌メドレー』
『オペラ《蝶々夫人》より「花の二重唱」』
『落葉松』
※プログラムは都合により変更する場合がございます。

料金

※未就学児入場不可 ※当日200円増
交通アクセス

全席自由
一般500円
小学生以下300円
ベビーカー席300円(限定14席)
■ベビーカーに乗せながら鑑賞する場合は別途300円(限定14席)

※未就学児入場不可

申込

神谷咲貴(ソプラノ) 齊藤日向(メゾソプラノ) 冨田優（ピアノ）

13:30開場
14:00開演

〒241-0821 横浜市旭区二俣川１－３ 二俣川ライフ５Ｆ
sunheart@sunheart.info

０歳からの親子で楽しむコンサート

子どもたちのペースで楽しんでくれることを第一に考えた
コンサートなので、泣いても踊ってもOK！途中入退場もOK！
気兼ねなく楽しめるコンサートはいかがでしょうか？

会場

【アマチュアステージ】 12:00～14:25 選抜された5バンド

E-mail

年長～小学6年生まで体験可能！オリジナルゲームが作れます。

サンハートオープンデー

14:30開場
15:00開演

(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)

TEL

小学生向け合氣道体験！

10:30開場
11:00開演

【オープニングアクト】 11:30～八ッ橋幼稚園マーチングバンド

【プロステージ】 15:00～20:00
①ジェイコブ・コーラー (p) with MAiSA (vn)
②山下 伶 (hrm)クインテット with TiA (vo)
③Calmera (カルメラ)
④Jazz Arts Ensemble of Tokyo with平賀マリカ(vo)

一般500円

横浜市旭区民文化センター
住所

■合氣道体験【8/1(月)】

※未就学児入場不可

開 場 1 1 : 0 0 開 演 1 1 : 3 0 終 演 2 0 : 0 0 ☂雨 天 決 行

(当日のみ要学生証)

夏休み子ども体験講座2022

■プログラミング体験【8/11(木・祝)】

料金

７ 月 31 日（日) 再起動 ❢
★入場料★
前売 4,000円
当日 5,000円
学割 2,000円

はじめての演劇体験をお子さまにプレゼントしてみませんか？
遊びながら演劇体験！０歳から小学3年生体験可能！

※プログラムは都合により変更する場合がございます。

『全身を使って！！しあわせなら〇〇〇をたたこう』
『マリンバとハープのためのディズニーソングメドレー』
『「おかあさんといっしょ」より ベルがなる』
※プログラムは都合により変更する場合がございます。

料金

黒岩妃奈乃(ハープ) 小嶋義貴(マリンバ)

全席自由
一般1,000円 高校生以下800円
※未就学児入場不可

申込

※当日200円増

窓口・電話(045-364-3810)
チケットぴあ(Pコード：219605)

ワンコインコンサートVol.19
7/2（土）①11:00開演②14:00開演
サンハート ホール
おはなしかい
7/19(火) 10:30～11:00
サンハート ホール
7月の休館日

12日(火)

当館は、「帰宅困難者一時滞在施設」となっております。

