♪ 大雪クリスタルホールからのお知らせ ♫
＜ 休館日 ＞
★

７月 ：

９日，２３日

★

８月 ： １３日，２７日

平成３０（2018）年

カデンツァとは･･･

７月号

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。

＜ 集団受付 ＞
★

７月の集団受付：

大雪クリスタルホール自主文化事業

７月１日（日曜日）

音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：平成３１年

７月分

０歳から入場可能。愉快！楽しい！面白い！そしてちょっとためになるコンサート。

その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：平成３０年１０月分
★

８月の集団受付：

８月１日（水曜日）

音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：平成３１年
その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用

８月分

：平成３０年１１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。

＜ 音楽堂コンサート室

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。
♪

会場内での飲食はできません。

♪

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。）

♪

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。）

♪

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。

◆ 音楽堂
◆ 国際会議場

平成3０年７月２９日（日）開演14:00（開場13:30）
今や押しも押されもせぬ人気のマルチ・タレント，ブルーアイランド氏こと青島広志さん。
「世界一受けたい授業」，「題名のない音楽会」をはじめ数々のテレビ番組に出演，毎回趣向
を凝らした衣装を身にまとい、軽妙なトークと演奏で音楽ファン以外にも大きなインパクトを
与え続けています。
そんな超人気者がお贈りするこのコンサートは，愉快！楽しい！面白い！そしてちょっとた
めになる！クラシック音楽を敬遠しがちな皆さんにも，このコンサートを聴けば，ちょっとし
たクラシック通になっていただける内容です。ぜひ，ご家族皆さんでお楽しみください♪
＜ プログラム ＞
＜出

演＞

青島
小野

広志 （お話・ピアノ）
つとむ（テノール）

■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

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

♪チケット♪

♪歌いつがれる歌
春が来た／うみ／村祭／雪
♪ピアノもきいてね
エリーゼのために／キラキラ星変奏曲

※全席指定，当日券各５００円増。
※３歳未満ひざ上可(無料)。ただし，座席使用の場合はチケットが必要です。
※オムツ交換や授乳のためのコーナーを用意しています。
※都合により演奏曲目が変更になる場合があります。
※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)
※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。

親子(大人1枚･こども1枚) ：2,300円
大 人 ( 高 校 生 以 上 ) ：2,000円
こ ど も ( 3 歳 ～ 中 学 生 ) ： 500円

ほか

♪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

旭川の皆様！
初めてお目にかかります。私が住んでいるのは東京で，そして旭川は遠いものですから，これまで一度も呼んでいただけませんでした。
そして，けっこう年齢が上がってきましたので，これが最初で最後だと思っています。
私の開く音楽会は，そこにいらっしゃる皆さんと，曲を共有することです。ご一緒に歌う，踊る，その方の生まれた年に作られた曲を知
らせる。作曲家や曲の成り立ちについてお話しするなど，考えられる全ての方法で演奏します。
必ずしも，生まれたばかりのお子さんのためだけの会ではないのですが，そのお母さまにお伝えしますので，あとはよろしくお願いしま
す。泣いちゃっても，それはそれで構いません。小さいかたには、これが音楽の世界への入り口に，大きいかたには，良い想い出になって
くれればいいな，と思っています。
青島広志

夏休み子ども音楽講座
■開館時間 音楽堂・国際会議場／午前９時～午後９時

©Gakken Plus

♪みんなで歌って踊ろう
手のひらを太陽に／いぬのおまわりさん

《バロックの輝き！》 チェンバロ音楽を楽しもう！

日 時：平成３０年８月６日（月）13:30～16:00
♪音楽講座では次の内容で体験学習や音楽鑑賞を行います。
講 師：浅川広子さん（チェンバロ奏者）
参加料：無料
①音楽堂音響調整室，リハーサル室，楽屋等の探検と影アナウンス体験
対 象：小･中学生 ※小学３年生以下は保護者同伴
②チェンバロの歴史や仕組み，演奏方法などについてのお話とミニコンサート
定 員：40名程度 ※7月30日(月)締切
コンサート室で開催する②のお話とミニコンサートは，
申 込：大雪クリスタルホールまでお電話ください。
入場無料･予約なしでどなたでも鑑賞できます♪
演 奏：浅川広子さん(チェンバロ)
（14:15頃からの予定）
土肥聖子さん(ソプラノ)
旭川古楽コンソート(リコーダー)
浅川哲弥さん，小野香さん，宮田健一さん，遠藤さくらさん

音 楽 堂
日 曜日
1

日

７月 音楽堂コンサート室行事予定

行事名

開演

終演

入場料等

旭川医科大学 室内合奏団 ブラスアンサンブル
14:00 16:00
合同演奏会
サマーコンサート
～オーストリアの風に吹かれて～

無料
前売:1,500円
当日:2,000円

4

水

7
8

土
日

第37回 毎日こどもピアノコンクール
旭川地区予選

10:30 17:00

金

飲酒運転根絶の日 上川地区決起大会･
旭川市交通安全市民大会

13:30 15:30

13

オーストリア在住の演奏家と共にお送りする
華やかなコンサートです。

18:30 20:30

(予定)

(予定)

第35回 スクールコーラスフェスティバル

15

土

日

一般：1,000円
学生： 800円
※販売は当日券のみ

無料

ピアノ発表会

16 月祝 バイオリンとチェロの発表会
村田ピアノ教室
21

22

29

土

日

日

演奏会

サマーコンサート実行委員会

小原

14:00 16:00

無料

12:30 16:00

無料

中川バイオリン教室
65-7922

無料

村田ピアノ教室
32-2400 34-3020

(予定)

無料

(予定)

10月6日(土)に開催される第22回 旭川市新人音楽会出演者選抜ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ。
ﾋﾟｱﾉ･声楽･管弦打･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 各部門で選ばれた方に旭川市新人音楽賞が授与されます。

14:00 16:00
(予定)

詳細は表紙参照

AMP旭川市新人音楽会
実行委員会 事務局
新町 62-7173
大雪クリスタルホール
69-2000

行事名

開演

終演

入場料等

問合先

土

フォーデイズ㈱ 核酸と栄養セミナー

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)

15

日

世界に輝くヤマトナデシコの底力

10:00 12:30

2,000円

旭川モラロジー事務所
高橋 36-5818

30

月

フォーデイズ㈱ 核酸と栄養セミナー

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)

24

水
火

大雪クリスタルホール自主文化事業
夏休み子ども音楽講座
13:30 16:00
《バロックの輝き！》チェンバロ音楽を楽しもう！

8
9

水
木

第85回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
道北地区大会

未定

北日本フィルハーモニー管弦楽団
第30回 定期演奏会

1,500円
18:30 20:30 ※全席自由･当日500円増

11 土祝

土

第16回 慶友会グループ医学講演会
医療法人社団慶友会 吉田病院『肺がん講演会』

無料
※詳細は表紙参照

無料

無料

エキスパートに聞く「飛躍するがん治療,その先へ」

19

日

24

金

25

土

19:00 20:45

札響コンサートマスター 大平まゆみさんによる
待望の旭川公演。

フォーデイズ㈱ 核酸と栄養セミナー

旭川医大に勤務する女性職員と旭川市内の女性達の
グループです。ぜひお聴きください。

第18回 合唱団キレンジャク演奏会
26

日

一般
学生

14:00 16:00
(予定)

14:30 16:15

唱歌メドレーから合唱組曲まで,変化に富んだ作品を演奏します。

大雪クリスタルホール
69-2000
NHK旭川放送局 音楽ｺﾝｸｰﾙ係
24-7000 (平日9:30～18:00)
島田音楽学院
島田 22-2078

3,000円
1,500円

吉田病院 医療連携室
25-9661
MINAMI音楽アカデミー
48-9454 080-3230-7697

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,
大雪クリスタルホール売店 ほか

13:30 15:00

旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」
愛といのちのコンサート

52-2659

プレイガイド
島田音楽学院，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,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

14:00 16:00

大平まゆみ ヴァイオリンリサイタル

菅野

整理券配布
ヤマハミュージックリテイリング旭川店

未定

定期演奏会も30回を迎えました。フルート･トランペットの
すばらしいソリストの演奏をお楽しみください。

問合先

無料
一般

1,000円

※高校生以下無料

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

61-1351

プレイガイド
旭川市民文化会館売店，大雪クリスタルホール売店

一般
学生

1,000円
500円

(中学生～大学生)

合唱団キレンジャク
ホームページ
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

30

木

第284回 フコク生命チャリティコンサート

18:30 20:30

当日は入場無料ですが,チャリティ募金のご協力をお願いします。

無料 ※要入場券
※右記にお問合せ

富国生命保険相互会社
旭川支社 26-2468

行事名
フォーデイズ㈱ ビジネスセミナー
フォーデイズ㈱ スキンケアセミナー

開演

終演

13:30 15:00
13:30 15:00

第１回

「マエストロ！」

日 時：平成３０年８月２５日（土）13:30～16:00
お 話：新町 由美さん（北海道教育大学講師）
会 場：大雪クリスタルホール２階 レセプション室
入場料：無料 ※飲み物等を販売します。
定 員：50名程度 ※7月20日(金)から先着順。
申 込：大雪クリスタルホールまでお電話ください。

さそうあきらのコミック「マエストロ」を実写映画化。解散
した名門オーケストラの元楽団員が，突如現れた謎の指揮者に
招集されて奇跡の復活コンサートに挑む！「運命」「未完成」
などコンサートシーンでの演奏は，佐渡裕指揮，ベルリン・ド
イツ交響楽団によるものです。

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。

７月 レセプション室行事予定
11

無料 ※要整理券

月

来場者と一緒に歌い,楽しいコンサートにいたします。

13:00 16:00

入場料等

７月 大会議室行事予定

7

日 曜日

童謡誕生100年記念 北海道童謡祭

終演

6

旭川市役所防災安全部
交通防犯課 宮崎 25-6215

川嶋めぐみピアノ教室
73-6659

開演

水

090-9085-9026

㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ旭川店
前川 27ｰ0620

行事名

1

090-8429-4706

無料

10:30 17:00

大雪クリスタルホール自主文化事業
青島広志 おしゃべりコンサート

三田村

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

独自のピアニズムによる美しい音色をご堪能ください。

国際会議場
日 曜日

13:20 16:00

13:00 16:30

第22回 旭川市新人音楽会
公開オーディション

問合先

18

旭川市内近郊の小･中･高校の合唱団が一堂に会する，
楽しい演奏会です。ぜひお聴きください。

川嶋めぐみピアノ教室

日 曜日

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,こども冨貴堂,
まちなかぶんか小屋,熊谷美江音楽教室,大雪クリスタルホール売店

飲酒運転根絶と交通安全のため,講演や表彰などを行います。

14

８月 音楽堂コンサート室行事予定

入場料等

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)

無料

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

※

行事予定は６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。

※

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。

※

一部行事名に略称を用いています。

