
＜ 休館日 ＞ 

  ★ ５月 ：１０日(月)，２４日(月) 

  ★ ６月 ：１４日(月)，２８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  ♫ 

５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。 

〒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 ＞ 
 ★５月の集団受付：５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：令和 ４年 ５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 ８月分 

 ★６月の集団受付：６月１日（火曜日） 

  音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：令和 ４年 ６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 ９月分 

＜ 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，

演奏者やお客様へ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コインロッカーに預け，持ち込みは少なめにしてください。 

 

 

 令和３年（２０２１年） ５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。 

自主文化事業開催について 

 今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。 

令和３年７月１６日(金) 開演１８：３０ （開場１７：３０） 
＜ 出 演 ＞ 青島 広志（お話・ピアノ），横山 美奈（ソプラノ） 
      小野 つとむ（テノール） 

♪プレイガイド♪ 

旭川市民文化会館  事務室：(0166)25-7331 
旭川市大雪クリスタルホール：(0166)69-2000 
 …クリスタルホールのみ，電話での予約販売もしています。 

※ハートフルは各種障がい者手帳をお持ちの方が対象となります。 

※学生は小学生から大学生が対象となります。 

※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) 

※都合により，公演の変更・中止になる場合がございますので，予めご了承ください。 

※３７.５度以上の熱がある方や体調の悪い方は，ご来場をお控えください。 

※感染予防のため，託児やクロークのサービスはございません。 

※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ご協力ください。 

 
【プログラム】 
 日本のうた 
  …夏は来ぬ，たなばたさま 等 
 ヨーロッパのうた 
  …おおブレネリ，ローレライ 等 
 ピアノ曲 
  …25曲の練習曲 op.100より 
      “さようなら” “なぐさめ” 等 
 オペラの名場面 
  …オペラ「椿姫」(1853)より 
   “乾杯の歌” 
   “パリを離れて” 
 ミュージカルの名場面 
  …ミュージカル「マイ･フェア･レディ」より 
   “素敵じゃない？” 
   “君住む町角” 

©Gakken  Plus 

一 般 
ハートフル 
学 生 

：3,800円 
：2,000円 
：2,000円 

♪チケット♪ 

※未就学児入場不可。 

※全席指定，当日券各５００円増。 



音 楽 堂 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

16 日 

旭川いのちの電話 40周年記念 
市民公開講座（オンライン講演会） 

14:00 16:00 無料 
※要事前申込み 

旭川いのちの電話 
事務局 杉田 25-2143 

国際会議場 

５月 音楽堂コンサート室行事予定 

５月 大会議室・レセプション室にて掲載できる催事はありません。 

講師:松本俊彦先生 
テーマ:もしも「死にたい」と言われたら 

新型コロナウイルス及びインフルエンザや風邪の感染予防，拡散防止の対策を実施しております。 

ご来館の皆さまにおかれましても，感染予防（手洗い・咳エチケット等）のご協力をお願いいたします。 

 

・日ごろから，咳エチケットやうがい，手洗い等の感染症対策を心がけてください。 

・入館時にはマスク等の着用をお願いします。 

・発熱の有無にかかわらず，体調が悪いときや，感染症陽性者との濃厚接触がある場合は来館をお控えください。 

・他の参加者と接触を伴う行為(握手・肩を組むなど)や大声を出すことはお控えください。 

・催事入場時やトイレ使用時の列などでは，前の人との適切な間隔をあけて整列してください。 

・ウイルス拡散防止のため，トイレ内のハンドドライヤーは停止中です。個人のハンカチ等をご持参ください。 

 

音楽堂のお宝は，『豊富なピアノたち』です。 

 クリスタルホール最大のお宝は，ヤマハ・スタインウェイ・ベーゼンドルファーの 

３台のグランドピアノとチェンバロです。これらの楽器を所有していることは，音

楽専用ホールの証といえます。平成５年の開館当時で購入金額は，総額何千万

(一戸建ての住宅は軽く建つくらい)のお宝です。普段は楽器庫の中で気温

22℃・湿度50％を年中保ちながら厳重に保管管理され，出番を待っています。 

 それぞれのピアノには，指定された主任調律師がいて，演奏会の都度調律を

行っています。また毎年詳細な点検・調整を行い性能を維持することによって，

世界の巨匠と呼ばれるアーティストがいつ来られて，どのピアノを選ばれても最

善の響きで演奏していただけるようにしています。 

 この他に各リハーサル室や楽屋にも合わせて４台のグランドピアノやアップライ

トピアノがあり，さらにはパイプオルガンも備えています。 

チェンバロ 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

5 土 

自由民主党北海道第六選挙区支部 
政経セミナー 

13:30 
15:00 
(予定) 

 

 
10,000円 

自由民主党北海道 
第六選挙区支部 

40-1222 

10 木 

ルーマニア・日本外交関係樹立100周年 
障害者週間 日本・ルーマニア文化交流演奏会 

18:30 20:30 

 
3,000円 日本音楽文化交流協会 

及川 03-3442-2325 

17 木 

旭川デザインウィーク2021 
 討論会「持続可能な未来をデザインする」 
 分科会「経営」「食」「教育」とデザイン 

 
15:00 
16:30 

 
16:20 
18:00 

あさひかわ創造都市 
推進協議会 
正部川・後藤 

65-7047  

無料  

18 金 

 パネルディスカッション 
 旭川で語る日本の未来 

10:00 12:00 

19 土 

世界一すなおな講演会 

13:00 15:00 

 
2,000円 世界一すなおな講演会 

事務局 吉田 
080-2142-3355 

27 日 
旭川ボイストレーニング教室 
声楽発表会 13:00 16:00 関係者 西島 080-3235-4765 

※ 行事予定は４月１１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。 

元内閣府特命担当大臣(地方創生)で,参議院議員の 
片山さつきさんをお迎えしての講演会です。 

６月 音楽堂コンサート室行事予定 

自由民主党北海道第六選挙区支部事務所 

プレイガイド 

＜ 駐車場利用についてのお願い ＞ 

 大雪クリスタルホールではホール裏側に無料

駐車場を用意しておりますが，周辺施設との催

事が重なりやすい祝祭日等には，駐車場が大変

混雑することが予想されます。御来館の際は，

乗り合わせ又は公共交通機関の利用に御協力く

ださい。 

 また，ホール正面右側及び中庭側搬入口駐車

場は，体の不自由な方のための駐車スペースと

なっております。一般の方の駐車は御遠慮くだ

さい。 

日本音楽文化交流協会 

プレイガイド 
ﾋﾟｱﾉ･ﾘｻｲﾀﾙ（ﾙｰﾏﾆｱ･ﾋﾟｱﾆｽﾄ ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱｶﾞﾋﾟｴ氏） 

日本を代表する方をお招きし,ﾃﾞｻﾞｲﾝで様々なﾃｰﾏに語り合います。 

ｸﾗｼｯｸの声楽曲の発表会 

Ｐｅａｔｉｘ 

プレイガイド 

もう,既に幸せ。 
鴨頭嘉人の弟子,吉田素直の講演会! 
6/19旭川ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙにて!幸せ,感じに来て下さい! 


