♪ 大雪クリスタルホールからのお知らせ ♫
＜ 休館日 ＞

＜ 集団受付 ＞
★１１月の集団受付：１１月１日（木曜日）
音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：２０１９年
１１月分
その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：２０１９年（H31） ２月分

★１１月 ： １２日(月)，２６日(月)
★１２月 ： １０日(月)，２５日(火)
★１２月 ： ３０日(日)，３１日(月)

★１２月の集団受付：１２月１日（土曜日）
音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：２０１９年
１２月分
その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：２０１９年（H31） ３月分
受付場所：大雪クリスタルホール ２階事務室内 会議・応接室
開始時間：１０時（開始時間までに入室してください。）
注意事項：先着順ではありません。開始時間に間に合わなかった場合や，
遠方で来館が難しい場合は，集団受付終了後に随時申請を受
け付けます。

カデンツァとは･･･

１１月号

平成３０（2018）年

イタリア語で，楽曲においてソリストが華やかな技巧を
聴衆に聴かせるために行う，即興性のある楽節。

大雪クリスタルホール自主文化事業
～日本を代表するフルーティスト山形由美が,ヴァイオリン,チェンバロ,ピアノとの共演で贈る名曲の数々～

平成30年12月15日（土）開演14:00（開場13:30）
第４回
日
お
会
定
申

「アマデウス」

第 ５ 回 「ミス･サイゴン 25周年記念公演 in ロンドン」

時：平成３０年１１月２４日（土）13:30～16:30
話：木村 貴紀さん（北海道教育大学准教授）
場：大雪クリスタルホール コンサート室
員：150名程度
込：大雪クリスタルホールまでお電話ください。

日
お
会
定
申

※10月20日(土)から先着順。
※

※飲み物等を販売します。

＜ 音楽堂コンサート室

演＞

山形

時：平成３０年１２月８日（土）13:30～16:00
話：杉江 光さん（北海道教育大学教授）
場：大雪クリスタルホール２階 レセプション室
員：50名程度
込：大雪クリスタルホールまでお電話ください。

ゆ

み

い

由美 （フルート）

／

ど

え

り

井戸 柄里

（ヴァイオリン）

リ
ュ
リ：パ ッ サ カ イ ユ
バッハ=グノー：アヴェ・マリア
ピ ア ソ ラ：リ ア ル タ ン ゴ
映画「ピノキオ」より「星に願いを」
日本の歌メドレー
ほか

♪チケット♪

週末の午後のひとときを大雪クリスタルホールで過ごしませんか。
平成30年度は，全５回を予定しております。
詳細は「広報あさひばし」のほか，大雪クリスタルホール
ホームページまたは配布チラシ等を御覧ください。

／

えのもと

じゅん

榎本

潤

（チェンバロ,ピアノ）

山形由美さんからのメッセージ

＜ プログラム ＞

※10月20日(土)から先着順。

第4回は終了時間が他の回とは異なっています。
時間に余裕をもってお越しください。

入場料：無料

やまがた

＜出

一
般 ：4,500円
ｼ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ / ﾊ ｰ ﾄ ﾌ ﾙ ：4,000円
学
生 ：2,500円

大雪クリスタルホール音楽堂で演奏させていただいたのは,2008年12
月のことでした。あれから10年。再びその舞台に立たせていただきますこ
とを,とてもうれしく存じております。
旭川のきりっとした空気や雪の白さ…。そして,素敵なホールで,音楽をと
おして交流させていただいたときの喜びや温かな気持ちが，鮮やかに
蘇ってまいります。
今回は前回に続いて,チェンバロ,ピアノの名手,榎本潤さんが共演くださ
り,エレガントなヴァイオリニスト,井戸柄里さんが初登場されます。バロック
の名曲から日本の歌やタンゴのナンバーまで,３つの楽器が織りなす世界
をご堪能いただければ幸いです。
週末の午後,お誘いあわせの上,どうぞご来場くださいませ。当日お会い
できますことを楽しみにしております。
フルーティスト 山形由美

※全席指定
※託児希望の方は１２月５日（水）までにお申し込みください。
※当初,開演時間を１８:３０とお知らせしておりましたが,
出演者の都合により,上記の時間に変更になっておりますので,御了承ください。

鑑賞マナーについて ＞

大雪クリスタルホール音楽堂は音響に優れたホールであるため，演奏中にはちょっとした物音でも
ホール内に響き，演奏者やお客様に影響を及ぼすことがあります。より快適な空間で音楽を楽しんで
いただくために，お守りいただきたい事項をあげてみました。皆様の御協力をお願いいたします。
11月27日(日)発売

♪ 会場内での飲食はできません。

平成31年1月27日（日）開演14:00（開場13:30）

♪

携帯電話やスマートフォンなど音や光を発する機器は，電源をお切りください。

♪

写真撮影や録音はできません。（主催者の許可がある場合を除きます。）

＜出

♪

演奏中の入場や退場はできません。（主催者の許可がある場合を除きます。）

熊谷

俊之（ギター）

♪

手荷物はできる限りクロークやロッカーに預け，持ち込みは少なめにしてください。

斎藤
鹿野
坂本

治道（ギター）
誠一（ギター）
和奏（ギター）

◆ 音楽堂
◆ 国際会議場

演＞

♪チケット♪
一
般
ｼﾙﾊﾞｰ/ﾊｰﾄﾌﾙ
学
生
学 生 ペ ア

熊谷俊之さん プロフィール
：2,000円
：1,500円
：1,000円
：1,800円

ゲスト出演者
永山南中学校･光陽中学校マンドリン部の皆さん
※全席自由
※託児希望の方は１月１７日（木）までにお申し込みください。

■開館時間 音楽堂・国際会議場／午前９時～午後９時

■休館日 毎月第２・第４月曜日（この日が祝日のときは翌日）

＜併設＞博物館／午前９時～午後５時

年末年始（１２月３０日～１月４日），設備点検日など

（観覧のための入館は午後４時３０分まで）

ただし，博物館は６月～９月は無休

〒070-8003

旭川市出身。昭和音楽大学短期大学部ギターコース１期生
に給費生入学し,特別賞を得て同校卒業。その後オーストリア･
ウィーン国立音楽大学大学院を審査員満場一致の最優秀で
修了。
第50回東京国際ギターコンクールを始め,ほか多数の国際コ
ンクールに入賞。ウイーンでは楽友協会主催「若手音楽家」シ
リーズに選ばれ,弦楽四重奏を率いてソロリサイタルを行った。
2012年に自身初となるソロアルバム「ソナタ～ボッケリーニ賛歌
～」をリリースし,レコード芸術特選盤に選ばれる。ルネッサンスか
ら現代音楽までのレパートリーを取り入れるだけでなく,他楽器と
のレパートリー開拓も積極的に行っており,クラシックギターの可
能性を追求している。昭和音楽大学非常勤講師。

北海道旭川市神楽3条7丁目 ホームページも御覧ください♪
ＴＥＬ：0166（69）2000 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/index.html
ＦＡＸ：0166（69）2001 Ｅメール：crystalhall@city.asahikawa.lg.jp

【全公演共通項目】
※当日券各５００円増。
※シルバーは６５歳以上の方，ハートフルは各種障がい者手帳をお持ちの方，
学生は小学生から大学生までが対象となります。
※未就学のお子様の入場は御遠慮願います。無料託児を御利用ください。
※ホールメイトは各１０％割引となります。(お取扱いは大雪クリスタルホールのみ)
※都合により演奏曲目が変更になる場合があります。
※車椅子及び介助の必要な方は事前にお申し付けください。
※無料駐車場はありますが,乗り合わせ又は公共交通機関の利用に御協力ください。

♪プレイガイド♪
カワイ旭川ショップ
：(0166)22-7461
玉光堂イオンモール旭川駅前店 ：(0166)73-8801
ヤマハミュージックリテイリング旭川店 ：(0166)27-0620
ポテトサービスセンター
：(0166)67-2277
旭川市民文化会館
：(0166)25-7331
旭川市大雪クリスタルホール
：(0166)69-2000

１２月 音楽堂コンサート室行事予定

音 楽 堂
日 曜日

１１月 音楽堂コンサート室行事予定
行事名

開演

第32回 武蔵野音楽大学同窓会北海道北支部演奏会
3 土祝

４

日

18:30 20:30

旭川出身の武蔵野音楽大学学生と大学教授の客演となります。

スイング･メッセンジャーズ･オーケストラ
第17回 チャリティー･コンサート

月

10

土

11

日

土

23 金祝

きっと耳にしたことのある曲を本格的なピアノ演奏で,楽しませてくれます。

S席
A席

4,000円
3,000円

㈱アイケム
鬼塚 22-8003

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,玉光堂イオンモール旭川駅前店,市民文化会館売店,㈱アイケム,大雪クリスタルホール売店

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｵｰｹｽﾄﾗで,ｸﾗｼｯｸ･ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｵﾘｼﾞﾅﾙなどを演奏します。

ﾔﾏﾊ音楽教室ﾋﾟｱﾉ個人ﾚｯｽﾝ生による発表会です。

旭川市吹奏楽団 第39回 定期演奏会

１.思い出の合唱曲1～3

25

日

発表会

日 曜日

行事名
フォーデイズ㈱ ビジネスセミナー

15:00 17:30

音の輪コンサート Vol.14

15

土

大雪クリスタルホール自主文化事業
「山形由美 フルート トリオ･コンサート」

16

日

日本第九初演から100年記念･北海道命名150年記念

18:30 20:00

800円

46-4320

14:00 16:00 1,000円(中学生以下無料)

事務局長

森

32-0285

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,カワイ旭川ショップ,大雪クリスタルホール売店

13:30 16:30

詳細は
裏表紙参照

大雪クリスタルホール
69-2000

13:30 17:30
(予定)

無料

熊谷美江音楽教室
090-2058-7289

開演

終演

13:30 16:10

第28回 グレンツェンピアノコンクール旭川本選

13:30 15:00

問合先

無料

ﾌｫｰﾃﾞｲｽﾞ㈱旭川ｽﾃｰｼｮﾝ
60-2280(10:00～18:00)

500円

北海道教育大学旭川校
情宣代表 南 090-8708-7538

プレイガイド
大雪クリスタルホール売店

12:30 17:00

無料

10:30 17:00

無料

(予定)

旭川合唱指導者研究会
児玉 51-5491(北星中学校)
渡辺 61-5300(忠和中学校)

無料

(予定)

坂本バイオリン教室
65-3514
グレンツェンピアノ研究会
0995-22-4158

指のささやき 響きわたる その音色 第28回グレンツェンピアノコンクール旭川本選

１１月 大会議室行事予定
日 曜日

4

入場料等

渡辺 25-0831
中島 090-1380-6949

大雪クリスタルホール
69-2000

詳細は表紙参照

旭川市内･及び近郊の小･中･高校合唱部が一堂に会する演奏会です。
学生の奏でる美しいハーモニーをぜひお聴きください。

行事名

開演

3 土祝 平成30年度 旭川市文化賞贈呈式

１１月 レセプション室行事予定

2,500円

13:20 16:00

24 月振 第41回 バイオリンのコンサート
水

大人

プレイガイド
玉光堂イオンモール旭川駅前店,コーチャンフォー旭川店,
市民文化会館売店,大雪クリスタルホール売店 他

教育大学の札幌,旭川,釧路 ３分校による合同コンサートです。

26

ドレミ教室
萩 99-0244

1,000円
あさひかわ第九の会
14:30 16:30 学生(幼児･小･中学生)無料 会長 石黒 090-1523-9034

楽聖ベートーヴェンの誕生日を祝し,敬意と感謝の気持ちを込め
日本の歌･世界の歌を届けます。(合唱･独唱･ピアノ演奏)

第41回 北海道教育大学混声合唱団
23 日祝 ジョイントコンサート

事務局

14:00 16:00

日本の歌･世界の歌･歓喜の歌（第九）

無料

㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ旭川店
27-0620

無料

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,カワイ旭川ショップ,コーチャンフォー旭川店,
玉光堂イオンモール旭川駅前店,市民文化会館売店,大雪クリスタルホール売店

今津秀邦氏による動物たちの写真や映像とともに
お贈りいたします。

第36回 スクールコーラスフェスティバル
土

問合先

高校生以下 1,500円

10:45 12:50
13:45 16:00
17:00 19:20

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,市民文化会館売店,大雪クリスタルホール売店

岡理香子,三橋菜穂子,熊谷美江門下生による
ピアノ･歌の発表会です。

国際会議場

700円

入場料等

11:00 16:30

土

ベートーヴェン
のお誕生日♪

終演

ドレミ教室でピアノを習う生徒たちの年に一度の発表会です。

22

２.ワーグナー･オペラ合唱の世界

大雪クリスタルホール自主文化事業
ＤＶＤサロンコンサート

2018 ドレミ ウインターコンサート

なかよし保育園
プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,大雪クリスタルホール売店 松田 31-5808

吹奏楽の為に作られた曲を多数演奏します。

旭川混声合唱団創立60周年 第40回 定期演奏会

開演

8

ｽｲﾝｸﾞ･ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰｽﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ
村岡 090-2053-5582

※全席指定 当日500円増

旭川市民マンドリンアンサンブル 第45回 定期演奏会 18:30 20:30

行事名

事務局 三吉 090-6261-3033

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,市民文化会館売店,大雪クリスタルホール売店

19:00 20:45

土

木

1,500円

日

学生(高校生以下)1,000円

プレイガイド
ヤマハミュージックリテイリング旭川店,カワイ旭川ショップ,玉光堂イオンモール旭川駅前店,
冨貴堂各店,コーチャンフォー旭川店,市民文化会館売店,大雪クリスタルホール売店 他

ジャズナンバーは元より,ミュージカル,テレビドラマの
曲も演奏します。

24

15

一般

2

問合先

（小学生以下無料）

ヤマハピアノ発表会

17

入場料等

18:30 20:30 1,500円※当日300円増

横山幸雄ピアノリサイタル
5

終演

日 曜日

日

平成30年度 旭川市特別支援教育講演会
障害者雇用は企業を成長･発展させるチャンス

5

月

フォーデイズ㈱ 核酸と栄養セミナー

8

木

農業分野における障がい者就労セミナー

終演

入場料等

問合先

11:00 12:00

関係者のみ

旭川市教育委員会 社会教育部
文化振興課 25-7558

14:00 16:00

無料
※電話･FAX･ﾒｰﾙにて
要申込(10/30締切)

旭川市教育委員会 学校教育部
学務課 TEL 25-7564 FAX 24-6428

13:30 15:00

kyoiku_tokushi@city.asahikawa.hokkaido.jp

ﾌｫｰﾃﾞｲｽﾞ㈱旭川ｽﾃｰｼｮﾝ
60-2280(10:00～18:00)

無料

13:00 17:00 無料 ※要申込

(一財)北海道農業企業化研究所札幌事務所

TEL 011-233-0131 FAX 011-233-0133

19

月

地域共生社会の実現に向けた講演会

14:30 16:30

無料

旭川市福祉保険課地域福祉係
草野 25-6425

20

火

フォーデイズ㈱ スキンケアセミナー

13:30 15:00

無料

ﾌｫｰﾃﾞｲｽﾞ㈱旭川ｽﾃｰｼｮﾝ
60-2280(10:00～18:00)

10

土

ＦＰフォーラム in 旭川

10:00 16:00

無料

NPO法人 日本FP協会 道北支部
0120-874-172

学校法人 河合塾
北山 011-708-8581

11

日

市民公開講座 皮ふの日講演会

14:00 15:30

無料

旭川医科大学 皮膚科
岸部 68-2523

17

土

13:30 15:30

無料

旭川医科大学病院 腫瘍センター
69-3232

23 金祝

【河合塾】北大入試オープン解説＋予想問題演習 9:30 14:00

受講料無料

＜高３生対象＞北大志望者のためのspecialイベント

※ノウフクマルシェ北海道ホームページ内にあるセミナー申込書にて申込み

第10回 道北がん診療連携拠点病院共同開催公開講座

※ 行事予定は１０月１５日現在のものです。
※ 主催者の都合により内容の変更や中止になる場合があります。また，主催者の意向により掲載していない行事もあります。

市民公開講座 地域で見守るがんの療養
～病院から地域へ～

※ 掲載後に新たな行事が予定される場合もありますので御了承ください。
※ 詳しい内容については直接問合先に御確認ください。

18

日

2018 高橋佳子講演会

13:00 17:00

3,000円

高橋佳子講演会実行委員会
011-241-1955

20

火

平成30年度 北海道受動喫煙ゼロ普及啓発説明会

18:00 20:00

無料

北海道保健福祉部健康安全局
地域保健課健康づくりグループ
曽根 011-204-5767

21

水

日本遺産シンポジウム
～大雪山と上川アイヌ文化～

14:00 16:00

無料

上川町教育委員会
01658-2-2371

9:30 14:00

受講料無料

※ 一部行事名に略称を用いています。

市民発表コンサート

出演者募集！

市内及び近郊のアマチュア演奏家に普段の活動成果を発表する場を提供するとともに，ホールや他の出演者と協働してコンサートを作り
上げる喜びを実感しながら，演奏技術の向上と音楽文化の担い手(リーダー)としての意識を高めてもらうことを目的として実施しています。
入場料無料で多くの方に気軽に音楽を楽しんでいただきます。
開催日時：平成31年２月11日(月･祝) 14:00 本番予定
開催場所：大雪クリスタルホール音楽堂
対

象：市内及び近郊の音楽演奏団体または個人で普段演奏活動に励まれている
アマチュア演奏家の方(部活動，音楽指導教室等の発表会は不可)

募集締切：11月20日(火)

募集要項等を大雪クリスタルホール，市民文化会館，市内各

23 金祝

【河合塾】北大入試オープン解説＋予想問題演習

＜高３生対象＞北大志望者のためのspecialイベント

学校法人 河合塾
北山 011-708-8581

プレイガイド(カワイ旭川ショップ，玉光堂イオンモール旭
川駅前店，ヤマハミュージックリテイリング旭川店，ポテト
サービスセンター)にて配布しています。また，大雪クリス
タルホールホームページからもダウンロードできます。

27

火

28

水

農業労働力を考えるシンポジウム 2018
ー地域を支える人の力･知の力ー

フォーデイズ㈱ 核酸と栄養セミナー

13:30 16:00

無料

農林水産省北海道農政事務所旭川地域拠点

詳細は北海道農政事務所ホームページをご確認ください。

13:30 15:00

無料

今野･渡邉

30-9300

ﾌｫｰﾃﾞｲｽﾞ㈱旭川ｽﾃｰｼｮﾝ
60-2280(10:00～18:00)

