
ホールホールホールホール    

音楽音楽音楽音楽ホールホールホールホール    

公演日公演日公演日公演日    
開演時間開演時間開演時間開演時間    

タイトルタイトルタイトルタイトル    内容内容内容内容・・・・出演者出演者出演者出演者・・・・曲目曲目曲目曲目などなどなどなど    料金料金料金料金    主催主催主催主催・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    

5555////    2222((((土土土土))))    
11113333：：：：00000000    

愉快愉快愉快愉快なおやじなおやじなおやじなおやじ達達達達ののののエレキフェスティバルエレキフェスティバルエレキフェスティバルエレキフェスティバル    ⅣⅣⅣⅣ    
 おやじバンドによる懐かしのエレキサウンド。ザ・ベンチャーズ、シャドーズ他 
 【出演】ザ・セーラーズ、ザ・マジックナイツ、ザ・ロッキーズ 【曲目】ザ・ベンチャーズ：パイプライン 他 

無料 
入場自由 

エレキフェスティバル実行委員会 
045-959-0061（㈱アドバンス内） 

5555////    3333((((日日日日・・・・祝祝祝祝))))    
11112222：：：：33330000    

ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会        ピアノ教室生徒による発表会 
無料 

入場自由    
ピアノの会（岡本） 

045-365-3163 

5555////    3333((((日日日日・・・・祝祝祝祝))))    
11118888：：：：44440000    

映画映画映画映画「「「「日本日本日本日本のののの青空青空青空青空」」」」上映会上映会上映会上映会    
 日本国憲法誕生の真相。60年を経て、いま明らかに！ 
 【監督】大澤豊 【出演】高橋和也、藤谷美紀、加藤剛 他 

300円 
全席自由    

二俣川「九条の会」（池田） 
045-361-9255 

5555////    8888((((金金金金))))                            
11110000：：：：00000000    

カラオケカラオケカラオケカラオケ＆＆＆＆舞踊合同発表会舞踊合同発表会舞踊合同発表会舞踊合同発表会     あさひ、瀬谷区１７サークルのカラオケ舞踊の合同発表会です。 【出演】柴田三雄、粟津強治、宇多良為 
無料 

入場自由 
カラオケ舞踏愛好会（粟津） 

045-362-2924 

5555////11110000((((日日日日))))    
11116666：：：：00000000    

沢知恵沢知恵沢知恵沢知恵    wwwwiiiitttthhhh    RRRRMMMMGGGG        
“Thanks Mothers Concert”“Thanks Mothers Concert”“Thanks Mothers Concert”“Thanks Mothers Concert”    

 ゴスペルから日本の歌まで、母の日に感謝を込めて、お贈りします。 
 【出演】沢知恵、RMG、グランドマザーズ 【曲目】Amazing Grace、故郷 

    
RMG(緑園マザーズゴスペル)（守屋） 

090-1044-7335 

5555////11115555((((金金金金))))    
11114444：：：：00000000    

看護看護看護看護のののの日日日日およびおよびおよびおよび看護週間記念講演会看護週間記念講演会看護週間記念講演会看護週間記念講演会     がん体験者・がん専門病院の看護師が伝えたい、生きるヒント。 【出演】緒方真子、牧野葉子、清水奈緒美 
無料 

入場自由 
県立がんセンター看護教育科 講演会担当 

045-391-5761（黒木、大森） 

5555////11117777((((日日日日))))    
11110000：：：：33330000    

第第第第33330000回回回回    旭区三曲演奏会旭区三曲演奏会旭区三曲演奏会旭区三曲演奏会    
 旭区三曲会(箏、三絃、尺八)の演奏会で、会員とその門下生による発表会です。演奏中、舞台で茶道のお手前を披露します。 
 【出演】箏・三絃・尺八の先生方とそれぞれの門下生 【曲目】菊岡検校：茶の湯音頭、宮城道雄：比良 他 

無料 
入場自由 

旭区三曲会（光吉） 
045-953-1220 

5555////22223333((((土土土土))))・・・・22224444((((日日日日))))    
11110000：：：：00000000～～～～11117777：：：：00000000    

あさひあさひあさひあさひ茶花道協会茶花道協会茶花道協会茶花道協会    第第第第22222222回回回回    おおおお茶会茶会茶会茶会・・・・いけいけいけいけ花展花展花展花展    
 いけ花とお茶を広く楽しんでいただくことを目的として開催します。  【花席花席花席花席】ホール(個人席、合作席) 
 【茶席茶席茶席茶席】有料有料有料有料：アートギャラリー、カルチャー工房，無料無料無料無料：ミーティングルーム(ふれあい呈茶席、ふれあい体験花席) 

無料 
入場自由 

あさひ茶花道協会（小川） 
045-365-1880 

5555////22229999((((金金金金))))    
11110000：：：：00000000    

歌唱段級位認定大会歌唱段級位認定大会歌唱段級位認定大会歌唱段級位認定大会    
 歌唱に対する段級位認定大会です。5名の審査委員が評価致します。 
 【審査委員】万城たかし(作詞家)、小泉裕一(キングディレクター)、山田喜治(理事長) 他2名 

無料 
入場自由 

全国歌謡段級位認定委員協会（山田） 
045-363-3019 

公演日公演日公演日公演日    
開演時間開演時間開演時間開演時間    

タイトルタイトルタイトルタイトル    内容内容内容内容・・・・出演者出演者出演者出演者・・・・曲目曲目曲目曲目などなどなどなど    料金料金料金料金    主催主催主催主催・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先 

5555////    2222((((土土土土))))                                
11114444：：：：00000000 

リトルコンサートリトルコンサートリトルコンサートリトルコンサート    
 声楽とピアノの発表会です。               hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww2222....ttttttttccccnnnn....nnnneeee....jjjjpppp////~~~~ccccaaaassssaaaammmmuuuussssiiiiccccaaaalllleeee////    
 【曲目】ベートーヴェン：月光、モーツァルト：ファンタジー 

無料 
入場自由 

村上音楽教室（村上） 
 045-333-6492 

5555////    2222((((土土土土))))                                
11119999：：：：00000000 

コンサートコンサートコンサートコンサート・・・・恵恵恵恵みのみのみのみの春春春春    
 ソプラノと２台のギターで、春にちなんだ音楽をおおくりします。【出演】秋山恵美子(Sop)、中山春彦、中山雅美(Gt)  
 【曲目】中田喜直：さくら横丁、ヴィヴァルディ：「四季」より“春” 

無料 
入場自由 

秋山恵美子 
045-361-8810 

5555////    3333((((日日日日・・・・祝祝祝祝))))                                
11118888：：：：00000000 

木管楽器木管楽器木管楽器木管楽器とのとのとのとのピアノトリオピアノトリオピアノトリオピアノトリオ    
 ピアノと４種類の木管楽器によるトリオアンサンブルコンサート。 【出演】多久潤一郎、中秀仁、長哲也 
 【曲目】シューマン：楽しき農夫、ブルグミュラー：スティリアの女、やさしい花 

無料 
入場自由    

アンサンブルアソシエ（江崎） 
045-363-7917 

5555////    7777((((木木木木))))                                
２２２２回公演回公演回公演回公演 

カプリコーンズカプリコーンズカプリコーンズカプリコーンズ    
ハートフルハートフルハートフルハートフル・・・・コンサートコンサートコンサートコンサート    VVVVoooolllluuuummmmeeee    2222    

 ワンコインでお気軽に楽しんでいただける癒しのコンサートです。hhhhttttttttpppp::::////////aaaammmmeeeebbbblllloooo....jjjjpppp////iiiittttssssuuuukkkkiiii----sssshhhhiiiioooonnnn////eeeennnnttttrrrryyyy----11110000111199993333111177777777000099991111....hhhhttttmmmmllll  
 ①15：30～ ②18：30～ 【出演】小倉さちこ(ライアー/Vo)、樹紫苑(Oca/Vo) 【曲目】佐原一哉：童神～ヤマトグチ～ 他 

500円 
全席自由 

オフィス樹エージェンシー（樹） 
045-971-7707 

5555////11116666((((土土土土))))    
11114444：：：：00000000    

おやこでいっしょおやこでいっしょおやこでいっしょおやこでいっしょ！！！！    
こどものためのこどものためのこどものためのこどものための音楽会音楽会音楽会音楽会    

 ピアノ・フルート・うた・おはなしでおくる名曲集。 【出演】中西英恵(Pf)、坪井さやか(Fl)、松田圭子(うたとおはなし)  
 【曲目】山田耕筰：赤とんぼ、サン＝サーンス：動物の謝肉祭より「白鳥」 

1,000円 
全席自由 

アンサンブルみなみ（坪井） 
045-842-2261 

5555////11117777((((日日日日))))    
11114444：：：：33330000    

ギターギターギターギター教室教室教室教室    生徒生徒生徒生徒によるによるによるによるコンサートコンサートコンサートコンサート     青木ギター教室生徒の発表会です。 【ゲスト】北林隆 【曲目】ショパン：ワルツ、バリオス：クリスマスの歌 
無料 

入場自由 
青木ギター教室（青木） 

045-364-3531 

5555////22220000((((水水水水))))     

歌声喫茶歌声喫茶歌声喫茶歌声喫茶がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる     【開演】11110000：：：：33330000 童謡、唱歌、ロシア民謡を歌いましょう。 2,000円    
アンデルセン文化事業部（中川） 

045-788-8782 

全公演・全席自由  

井関真人井関真人井関真人井関真人    「「「「シャンソンシャンソンシャンソンシャンソン一人芝居一人芝居一人芝居一人芝居」」」」     【開演】11114444：：：：33330000 『シャンソンてこんなに面白いもの』と言わしめたエンターテイナーのステージ。    
前売3,000円 
当日3,500円 

東京東京東京東京ギターカルテットギターカルテットギターカルテットギターカルテット演奏会演奏会演奏会演奏会     【開演】11119999：：：：00000000 日本屈指のギターアンサンブル。    
前売3,000円 
当日3,500円    

5555////22223333((((土土土土))))    
11114444：：：：00000000    

リコーダーアンサンブルリーフリコーダーアンサンブルリーフリコーダーアンサンブルリーフリコーダーアンサンブルリーフ    
第第第第5555回回回回    演奏会演奏会演奏会演奏会    

    親しみやすい曲から本格的な曲までをリコーダーアンサンブルで演奏。 【出演】アンサンブルリーフ 
 【曲目】J.S.バッハ：フーガ ト短調、M.フリードリッヒ：ハッピーバースデイ変奏曲 

無料 
入場自由    

アンサンブル・リーフ（佐久間） 
080-5472-2096(夜間) 

5555////22225555((((月月月月))))    
  

本谷美加子本谷美加子本谷美加子本谷美加子    早朝早朝早朝早朝オカリナコンサートオカリナコンサートオカリナコンサートオカリナコンサート     【開演】11110000：：：：33330000 爽やかなオカリナは朝にピッタリです。人気のオリジナル曲「タンポポポ」など。 
前売2,300円 
当日2,500円 

アンデルセン文化事業部（中川） 

045-788-8782 

全公演・全席自由  

小松真知子小松真知子小松真知子小松真知子タンゴクリスタルタンゴクリスタルタンゴクリスタルタンゴクリスタル    
コンチネンタルタンゴコンチネンタルタンゴコンチネンタルタンゴコンチネンタルタンゴ    

 【開演】11114444：：：：33330000 タンゴピアノの第一人者・小松真知子。ヴァイオリンの吉田篤、ピアノの北村聡にも注目。 
前売3,000円 
当日3,500円 

アルパデュオアルパデュオアルパデュオアルパデュオ＆＆＆＆ラテンラテンラテンラテン・・・・ギターギターギターギター     【開演】11119999：：：：00000000 ラテンハープ・アルパデュオ・ソンリーサとラテンギターの名手・寺澤むつみの競演。 
前売2,800円 
当日3,000円 

5555////22226666((((火火火火))))    
11114444：：：：33330000 

春春春春ののののコンサートコンサートコンサートコンサート    
 春の歌、合唱曲のミニコンサート。声楽、ピアノの独奏もあります。 
 【出演】山本ひで子、深井利枝、コーロ･ドルチェ 【曲目】内田元：春の唄、木下牧子：ひばり「愛する歌」より 

無料 
入場自由 

コーロ･ドルチェ（飴村） 
045-821-1335 

5555////22226666((((火火火火))))    
11119999：：：：33330000 

室内楽室内楽室内楽室内楽コンサートシリーズコンサートシリーズコンサートシリーズコンサートシリーズ    ＃＃＃＃７７７７    
 大好評のシリーズ第7回です！ 是非お越しくださいませ。    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....ttttaaaakkkkuuuurrrroooo----iiiikkkkeeeezzzzaaaawwwwaaaa....ccccoooommmm  
 【出演】池澤卓朗(Vn)、十川菜穂(Pf) 【曲目】シューベルト：ロンド 作品70、イザイ：無伴奏ソナタ 第5番 

2,000円 
全席自由 

Team Nicolo（上田） 
045-517-5454 

5555////22228888((((木木木木))))    
11114444：：：：00000000 

～～～～リラリラリラリラのののの会会会会3333人人人人ののののソプラノソプラノソプラノソプラノによるによるによるによる～～～～    ジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサート    
歌声歌声歌声歌声はははは5555月月月月のののの風風風風にのってにのってにのってにのって    

 声楽のジョイントコンサート。皆様よく御存知の歌を演奏します。 
 【出演】田多井英子、武田朱美、葛西みな子(Sop) 【曲目】新井満：千の風になって、山田耕筰：からたちの花 

1,500円 
全席自由 

リラの会（田多井） 
045-391-0076 

※このご案内は3月10日現在の内容です。内容・時間などは変更する場合があります。詳細は主催者にお問合せください。 

 のついているチケットは、サンハートにてお取り扱いしています。 ５月 

◎5月の休館日：１２日（火） 

一 般  3,000円  
中学生以下2,500円 全席自由 



4444////22229999((((水水水水････祝祝祝祝))))～～～～5555////    4444((((月月月月････祝祝祝祝))))    5555////5555((((火火火火････祝祝祝祝))))～～～～5555////11111111((((月月月月))))    5555////11113333((((水水水水))))～～～～5555////11117777((((日日日日))))    

10:00～18:00 
4日～16:00 

10:00～18:00 
5日13:00～ 11日～17:00 

10:00～18:00 
13日13:00～ 17日～16:00 

神奈川神奈川神奈川神奈川ひょうたんひょうたんひょうたんひょうたん会作品展会作品展会作品展会作品展    第第第第８８８８回回回回    フォトクラブフォトクラブフォトクラブフォトクラブ昴写真展昴写真展昴写真展昴写真展 第第第第22221111回回回回    祥友書芸展祥友書芸展祥友書芸展祥友書芸展    

ひょうたん加工・工芸 写真 書・絵画・写真 他 

神奈川ひょうたん会 
◆045-302-3142（奈良部） 

フォトクラブ昴 
◆045-301-1177（小清水） 

国際書道学会 
◆045-803-3581（中村） 

アートギャラリーアートギャラリーアートギャラリーアートギャラリー    入場無料 

※このご案内は3月１０日現在の内容です。内容・時間などは変更する場合があります。詳細は、主催者にお問合せください。 

5555////11118888（（（（月月月月）～）～）～）～5555////22221111（（（（木木木木））））    5555////22223333((((土土土土))))～～～～5555////22224444((((日日日日))))    5555////22226666((((火火火火))))～～～～6666////1111((((月月月月))))    

10:00～18:30 
18日13:30～ 21日～16:00 

10:00～15:30（受付） 
10:00～18:00 

26日13:00～ 1日～16:00 

第第第第88889999回回回回    フジフジフジフジ芸術友芸術友芸術友芸術友のののの会展会展会展会展    
あさひあさひあさひあさひ茶花道協会茶花道協会茶花道協会茶花道協会    

第第第第22222222回回回回    おおおお茶会茶会茶会茶会・・・・いけいけいけいけ花展花展花展花展    
第第第第11118888回回回回    旭区水墨画公募展旭区水墨画公募展旭区水墨画公募展旭区水墨画公募展    

書・水墨画・押絵 他 茶席 水墨画 

フジ芸術友の会 
◆045-391-3714（阿部） 

お茶券 １席 400円 
あさひ茶花道協会 

◆045-365-1880 (小川) 
旭区水墨画会 

◆045-953-5659（水谷） 


