
＜ 休館日 ＞ 

  ★ ３月 ： ８日(月)，２２日(月) 

  ★ ４月 ：１２日(月)，２６日(月) 

 ※その他，臨時に休館することがあります。 

♪  大雪クリスタルホールからのお知らせ  ♫ 

３月の集団受付について 

＊集団受付は従来の通り,午前10時までにお集まりいただく形で開催いたします。(先着順ではありません。) 

＊開始(10時)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。 

＊今回の受付場所は１階 第２・３会議室です。 

＊天災等で日程や受付場所･方法等が変更になる場合があります。 

＊申請時にはマスクの着用等，感染症予防対策をした上でご来館ください。 

＊申請に来る方は，１団体につき，最小限の人数としてください。 

 詳細はホームページをご覧いただくか,大雪クリスタルホール窓口(℡0166-69-2000)までお問合せください。 

改定のポイント 

 ・曜日によって異なっていた料金体系を統一しました。(「平日」「土日･休日」区分を撤廃しました。) 

 ・時間区分によって異なっていた使用料単価を統一しました。 

   (同じ部屋の場合,午前･午後･夜間･全日の１時間当たりの使用料金は同額となります。) 
 

改定の時期等 

 令和２年４月１日受付(承認)分から改定した使用料金を適用します。 

  ※利用する日が令和２年４月１日以降であっても,受付(承認)した日が令和２年３月３１日以前であれば 

  改定前の使用料金の適用となります。なお,令和２年３月３１日までに受付(承認)された使用料について 

  は,改定使用料が上がる場合の差額の追加徴収,または下がる場合の差額の還付のいずれもありません。 
 

  ※使用料の見直しにあわせて,物件使用料の消費税率転嫁分が現行の５％から８％に改定されました。 

大雪クリスタルホールの使用料金を改定しました。 

〒070-8003 北海道旭川市神楽3条7丁目 

ＴＥＬ：０１６６（６９）２０００ 

ＦＡＸ：０１６６（６９）２００１ 

ホームページもご覧ください♪ 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/index.html 

Ｅメール：crystalhall@city.asahikawa.lg.jp 

■開館時間 音楽堂・国際会議場／午前９時～午後９時 

      ＜併設＞博物館／午前９時～午後５時 

      （観覧のための入館は午後４時３０分まで） 

■休館日 毎月第２・第４月曜日（この日が祝日のときは翌日） 

     年末年始（１２月３０日～１月４日），設備点検日など 

     ただし，博物館は６月～９月は無休 

◆ 音楽堂 

◆ 国際会議場 

 ＜ 集団受付 ＞ 
 ★３月の集団受付：３月１日（月曜日） 

  音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：令和 ４年 ３月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ３年 ６月分 

 ★４月の集団受付：４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：令和 ４年 ４月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ３年 ７月分 

 

※都合により，出演順，及び演奏曲目等が変更になる場合があります。 

※ご来場の際には，マスクの着用をお願いいたします。 

※感染予防のため，クロークのサービスはございません。 

※熱がある方や体調の悪い方は，ご来場をお控えください。 

※会場での検温で発熱(37.5℃以上)が確認された場合，入場をお断りします。 

※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ご協力ください。 

 令和３年（２０２１年） 3月号 
カデンツァとは･･･ 
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。 

令和２年度  大雪クリスタルホール自主文化事業  

令和３年３月１４日(日) 開演 １４：００  （開場 １３：3０） 

１)富樫 徹也 ＜ピアノ独奏＞ 

 ♪ パッヘルベルのカノン変奏曲 （ジョージ･ウィンストン 作曲） ほか 

２)花本 千春  ＜声楽＞ 

 ♪ アレルヤ （モーツァルト 作曲） ほか 

３)pureness⇔toughness(ぴゅあねすたふねす) ＜チューバとピアノ＞ 

 ♪ 夜に駆ける （Ayase 作曲） ほか 

４)鹿野 誠一 ＜ギター独奏＞ 

 ♪ アルハンブラの思い出 （F.タレガ 作曲） ほか 

５）葦の三重奏「イランカラプテ」 ＜木管三重奏＞ 

 ♪ 組曲（抜粋）  （ミヨー 作曲） ほか 

６）佐藤 道子 ＜ピアノ弾き歌い＞ 

 ♪ アヴェ・マリア （カッチーニ 作曲） ほか 

７）石澤 明美 ＜アコーディオン独奏＞ 

 ♪ サバの女王 （M.LAURENT 作曲） ほか 

８）植田 迅 ＜クラシックギター弾き語り＞ 

 ♪ ヨイトマケの歌 （美輪明宏 作曲） ほか 

９）フルートアンサンブル フルール ＜フルート＞ 

 ♪ 風になりたい （宮沢和史 作曲） ほか 

10）池野 麻里・竹本 朱美恵 ＜アイリッシュハープとオカリナ＞ 

 ♪ ロンドンデリーの歌 （アイルランド民謡） ほか 

 

～１７:００ 終演予定～ 

ＰＲＯＧＲＡＭ 

ウインターコンサートは，市内及び近郊のアマチュア演奏家による手づくりコンサートです。 

 今年度は，声楽，ピアノ，ギター，アコーディオン，フルートアンサンブルなど，１０組の出演者が 

素晴らしい演奏をお贈りいたします。 

 どうぞお誘いあわせの上お越しください。皆様のご来場をお待ちしております。 

入場料：無料（全席自由） 

 ※整理券が必要です。 

 ※満席の場合,入場をお断りする場合があります。 

 

整理券配布場所 

 ♪旭川市大雪クリスタルホール 

           ☎(0166)-69-2000 

 ♪旭川市民文化会館事務室 

           ☎(0166)-25-7331 



音 楽 堂 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

6 土 

 
Little Piano Concert 

13:00 18:00 無料 渋谷千里ピアノ教室 

14 日 
大雪クリスタルホール自主文化事業 
「ウインターコンサート」 

14:00 未定 詳細は表紙 
大雪クリスタルホール 

69-2000 

国際会議場 

３月 音楽堂コンサート室行事予定 

３月 大会議室 

コンサートに来場するお客様をおもてなしする「レセプショニスト」として， 

コンサートボランティアをしてみませんか？ 

♪募集対象：演奏会の運営等に興味をお持ちの方であれば，ボランティアに登録いただく方の年齢は問いません。 

         旭川市内にお住まいの方はもとより近郊にお住まいの方もご応募いただけます。 

♪活動時間：コンサートは日中と夜間がありますが，夜間に開催される場合，およそ17時頃から21時頃までの４時間程度が活動時間と 

         なります。 

♪募集期間：令和３年２月１５日(月)～令和３年３月12日(金) 

♪応募方法：所定の応募用紙を大雪クリスタルホールへ提出してください。応募用紙は大雪クリスタルホールに設置しています。 

         ご連絡いただければ折り返し応募用紙を郵送いたします。ホームページから応募用紙をダウンロードすることもできます。 

※月間の活動回数はお一人１～２回で，１回の活動につき交通費相当分として主催者から500円が支払われます。  

※ご都合を確認した上でお願いしますので,もちろんお仕事やご家族の行事最優先で構いません。  

  詳細は大雪クリスタルホールまで，お気軽にお問い合わせください。  

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によって，活動ができない場合もありますのでご了承ください。  

幼児～大人によるﾋﾟｱﾉｿﾛ･連弾･2台･2台８手の 
演奏です! 

３月 レセプション室 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

6 土 
指導者･保護者のための 
ジュニアアスリート養成講座 

 
13:00 

 
15:00 

 
要申込 

旭川市ｽﾎﾟｰﾂ協会 
(旭川市総合体育館内) 

今井 51-4545 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

5 金 2021年 かみかわ観光振興セミナー 

 
13:00 

 
16:30 

 
無料 

北海道上川総合振興局 
産業振興部商工労働観光課 

間宮 46-5208 

北海道上川総合振興局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の申込ﾌｫｰﾑから申込手続が必要 

参加申込書(ｽﾎﾟｰﾂ協会HPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可)をｽﾎﾟｰﾂ協会へFAX･持参 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

4 日 

北海道旭川北高等学校吹奏楽部 
第5回 スプリングコンサート 

15:00 16:15 500円 
北海道旭川北高等学校 

須藤 51-4621 

25 日 

 
音の輪 マラソンコンサート Vol.19 

 
14:00 

 
16:15 

 
1,000円 音の輪 代表 山口 37-5420 

  事務局 渡辺 25-0831 

※ 行事予定は２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ご了承ください。 

※ 詳しい内容については，直接問合先にご確認ください。 

※ 一部行事名に略称を用いています。 

４月 音楽堂コンサート室行事予定 

自主文化事業開催について 

 令和３年度の自主文化事業につきましては，新型コロナウイルス感染症の発生状況等を見ながら，

国や道，(公社)全国公立文化施設協会のガイドライン等に沿って進めてまいります。 

 また発表後に，やむを得ず中止・延期・変更となる場合がございます。諸般の状況をご理解の上，

ご了承のほどお願いいたします。 

カワイ旭川ショップ 

プレイガイド 

昨年12月開催予定の演奏会です。今度こそ,完走を目指します!! 

♪ 大雪クリスタルホール ホールメイトについて ♪ 

♥ 会員特典 ♥  

１．会員向け情報誌「コンシェルジュ」，会員及び一般向け情報誌「カデンツァ」を毎月お届けします。 

２．大雪クリスタルホール自主文化事業コンサートのチケット先行予約ができます。 

３．同一の自主文化事業コンサートを会員１名様につき２枚まで，通常料金から１０％割引で購入できます。 

４．レストラン「シンフォニー」及び売店「ミュージアムショップ」を次の料金で利用できます。（会員証を提示してください。） 

  ＊「シンフォニー」では，会員１名様につき２名様まで，定価の５０円割引でお食事ができます。（ドリンク及びケーキセットは除きます。） 

  ＊「ミュージアムショップ」では，各商品を販売価格から１０％割引で購入できます。（たばこ・書籍等の対象外品があります。） 

 

お申込み・お問合せはホールメイト事務局（大雪クリスタルホール内 ☎69-2000）まで。 

皆様のご入会をお待ちしております。 

♪ 会員期間は４月１日から３月３１日まで。年度途中での入退会も年会費は同額です。 

♪ 年会費及びチケット購入代金は，ゆうちょ銀行の通常預金口座からの自動引き落としのみです。 

♪ 入会申込書をホールメイト事務局（大雪クリスタルホール内）へ，自動振り込み利用申込書を最寄りの 

  郵便局へ提出していただきます。（申込書は大雪クリスタルホール２階事務室にあります。） 

年会費：１，５００円 

クラシック音楽を鑑賞する友の会会員「大雪クリスタルホールメイト」を随時募集しています。 

久し振りの演奏会，頑張ります!! 


