
＜ 休館日 ＞ 

   ★１１月：１４日(月)，２８日(月) 

   ★１２月：１２日(月)，２６日(月)，３０日(金)，３１日(土)  

 ※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  ♫ 

≪重要≫ １１月の集団受付について 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，来館を伴わない方法（申請者が一斉に集わない方法）で開催します。  

 

【申請期間】 

 令和４年１０月２１日（金曜日）から令和４年１０月3１日（月曜日） 午後5時まで 

  ※先着順ではありません。 

 

【申請方法】 

 １．対象者は，申請期間中の午前8時45分から午後5時15分（最終日のみ午後5時）までの間に，大雪クリスタルホー 

   ル窓口まで電話（0166-69-2000）してください。   

 ２．催事内容等を確認後，ホールから申請に必要な用紙（利用希望カード）をファクシミリまたはメール等にてお 

   送りします。 

 3．利用希望カードを申請期間中に必着でホールへ返送してください。 

 4．令和４年１１月１日（火曜日）午前10時に，ホールスタッフのみで，期間内に提出された利用希望カードによる 

   集団受付を開始します。複数団体が同じ日程を希望した場合，代理抽選とします。 

 5．抽選結果，手続き方法等をホールから申請者に連絡します。第2回抽選となった場合は第2希望日の確認を 

   します。 

 

 詳細についてはホールまでお問い合わせください。 

ホームページもご覧ください♪ 

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

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

〒070-8003 北海道旭川市神楽3条7丁目 

ＴＥＬ：０１６６（６９）２０００ 

ＦＡＸ：０１６６（６９）２００１ 

■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 ＞ 
 ★１１月の集団受付：１１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 ５年１１月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ５年 ２月分 

 ★１２月の集団受付：１２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 ５年１２月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ５年 ３月分 

 

 令和４年（２０２2年） １１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。 

♪プレイガイド♪ 

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 
※なお，新型コロナウイルス感染拡大に伴い，臨時休館となった 
場合は，大雪クリスタルホールでの電話予約販売のみとさせてい 
ただきますので，あらかじめご了承ください。 

※当日券各500円増。 ※未就学児入場不可。 

※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) 

※感染予防のため，無料託児・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。 

♪チケット♪ …好評発売中！ ※全席指定席 

一 般 
ハートフル 
学 生 

：4,000円 
：2,500円…各種障害者手帳をお持ちの方が対象 
：2,500円…小学生～大学生が対象 

＜出演＞ 藤原道山（尺八）／ＳＩＮＳＫＥ（マリンバ） 

昨年,活動開始10周年を迎えた「藤原道山×SINSKE」が,没後30年を迎えるタンゴの革命児「アストル・ピアソラ」の名曲の数々を 

お届けします。尺八とマリンバ,世界に類のない唯一無二のデュオが奏でるピアソラの新たな魅力を,二人の新作オリジナル楽曲や

代表曲と共にお楽しみください。 

【 応募方法共通項目 】 

 

参加申込書に必要事項を記入の上，郵送または，持参により大雪クリスタルホールにお申込みください。（コピー可） 

参加申込書の配布場所は旭川市大雪クリスタルホール，旭川市民文化会館他，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。 

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：令和5年3月5日(日) 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    

 大学生以上の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) 

 

募集期間：令和4年10月20日(木)～令和4年12月10日（土） まで 

市民発表コンサート   特別企画 

たくさんの演奏家の人達が「響きの美しさ」に感動する，クリスタルホー

ルの音楽堂で，あなたもピアノを演奏してみませんか？ 

使用ピアノは「スタインウェイ」です。 

参加料は無料で，当日，演奏する時間内は，家族や親戚，友人を会場に

招くことができます。 

開催日時：令和5年1月9日(月・祝) 10:30～17:45 ※一人30分間 

開催場所：大雪クリスタルホール音楽堂 

対  象 

 旭川市内・近郊にお住まいの方で，ピアノ経験がある小・中学生の方。 

募集定員：10人(無審査・応募多数の場合は抽選となります。) 

 

募集期間：令和4年10月20日(木)～令和4年12月15日（木） まで 



音 楽 堂 １１月 音楽堂コンサート室行事予定 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

１ 火 

トロンボーンアンサンブル 
JYOSHIKAI CONCERT in 旭川 

 

18：30 
 

20：30 
一般 2,000円 
学生 1,000円 

村上 090-2788-3301 
tb.jyoshikai@gmail.com 

３ 木祝 

なかた音楽教室 ピアノ発表会 

10:30 16:00 無料 
なかた音楽教室 

57-4934 

５ 土 
旭川市民マンドリンアンサンブル 
第49回 定期演奏会 

18:30 20:30 700円 なかよし保育園 
松田 31-5808 

６ 日 

箏曲華瑤会 30周年記念 
秋“夢”コンサート 

14:30 
16:30
予定 

1,000円 
※高校生以下 

無料 

華瑤会 
安田 090-5220-1506 

８ 火 

日中国交正常化50周年記念 
「日中友好交流の夕べ」 

 
18:30 

 
20:30 

1,000円 

日中友好交流の夕べ 
実行委員会事務局 

(クローバーシステムK.K.内) 

鈴木 25-6927 

19 土 

佐治晴夫88歳記念コンサート＆レクチュア 18:00 20:30 3,000円 
※当日 
500円増 

旭川みすゞ会 
村田 22-3567 

20 日 
旭吹メモリアルコンサート 

14：30 16：30 無料 
旭川市吹奏楽団 

奥田 090-2694-4721 

旭川市少年少女オーケストラ 

助乗 090-3898-1476 
ﾒｰﾙ acjo.0716@gmail.com 

26 土 

 
旭川市少年少女オーケストラ 
設立5周年記念 第4回 定期演奏会 

 
 

14:00 

 
 

16:00 

前売 500円 
当日 700円 
※小学生以上 
※幼児は無料 

27 日 

創立64周年 旭川混声合唱団 
第42回 定期演奏会 

14:30 16:10 1,000円 
※中学生以下 

無料 

旭川混声合唱団事務局 
森 32-0285 

※ 行事予定は１０月１４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。 

ご来場の際には入場者名簿にお名前と連絡先の 
ご記入をお願いいたします。 

東京からﾌﾟﾛの先生をお迎えして，宮城曲・古典曲・ 
現代曲など邦楽の調べをお楽しみ下さい。 大沼楽器店,山田楽器店,当日券あります 

プレイガイド 

日中友好交流の歴史を振り返る。両国青年の民族音楽共演と 
元ｻﾞ･ﾀｲｶﾞｰｽ瞳みのる氏の記念講演が催される 

童謡詩人金子みすゞ,旭川みすゞ会20周年記念に会友佐治晴夫先生の 
88歳(米寿)を記念しﾋﾟｱﾉ演奏と講演をいただきます ｺｰﾁｬﾝﾌｫｰ旭川店ﾐｭｰｼﾞｯｸｺｰﾅｰ,こども冨貴堂, 

冨貴堂末広店,大雪ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ売店,ｼﾞｭﾝｸ堂書店旭川店 

プレイガイド 

大雪ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ売店 
ﾒｰﾙ連絡にてﾁｹｯﾄお取り置き(当日受付でのお渡し) 

プレイガイド 
2017年の夏に誕生した旭川市少年少女ｵｰｹｽﾄﾗの定期演奏会。 
ｱﾆﾒや映画音楽,楽しい演奏をお届けします。 

当日券ご利用ください(会場の受付に用意いたします) 

プレイガイド ①ｼﾞｮﾝﾗﾀｰ合唱曲集 ②坂本九ちゃんの歌 4曲 
③高田三郎作曲「水のいのち」 以上世界の平和を祈って歌います。 

6人の女性ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ奏者による美しくも力強いｻｳﾝﾄﾞをお楽しみ下さい。 ﾁﾗｼ裏QRｺｰﾄﾞまたは問合先に連絡 

プレイガイド 

ｺｰﾁｬﾝﾌｫｰ旭川店ﾐｭｰｼﾞｯｸｺｰﾅｰ,玉光堂ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前店 
大雪ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ売店,ｼﾞｭﾝｸ堂書店旭川店 

プレイガイド 

戸浪扶先生卒寿記念ｺﾝｻｰﾄ 

１２月 音楽堂コンサート室行事予定 

 

国際会議場 
１１月 大会議室 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

２ 金 

 
MINAMI音楽アカデミー 
10周年記念コンサート 

18:20 20:30 

一般 2,000円 
学生 1,000円 
学生団体割引 

チケット 
5枚 4,500円 
10枚 8,000円 

MINAMI音楽アカデミー 
080-3230-7697 

３ 土 やまなかピアノ教室 発表会 14:00 16:30 無料 山中 090-2878-8175 

４ 日 

大雪クリスタルホール自主文化事業 
藤原道山×SINSKE 
～尺八とマリンバによる 
  世界最小オーケストラ～「Piazzolla」 

14:00 未定 詳細は表紙 
大雪クリスタルホール 

69-2000 

10 土 

あさひかわ第九の会 20周年記念演奏会 
自由と平和への祈り 

14:00 16:00 1,000円 あさひかわ第九の会 
石黒 090-1523-9034 
植田 090-3890-5451 
鈴木 090-9518-9052 

11 日 
2022 ドレミウインターコンサート 11:00 16:00 

無料 
ドレミ教室 

竹元 090-9759-7551 

17 土 
Winter Concert 

13:00 
16:00 
(予定) 

無料 中澤 63-8006 

25 日 
北海道旭川農業高等学校吹奏楽部 
第15回 定期演奏会 

14:30 17:00 
500円 

※全席自由 

旭川農業高等学校 
吹奏楽部 

顧問 赤川 48-2887 

１１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 

３ 木祝 令和4年度 旭川市文化賞贈呈式 11:00 12:30 関係者のみ 
旭川市教育委員会 

社会教育部 文化振興課 
野刈 25-7558 

19 土 
健康公開講座 
「膝と股関節の病気について気軽に 
学びましょう！」 

14:00 16:00 無料 
(先着100名) 

読売・日本テレビ文化センター 

健康公開講座係 
03-3462-4301 

yncdr@ync.ne.jp 

21 月 
デザイン×経営セミナー 
桐山登士樹 

18:00 20:00 無料 
あさひかわ創造都市推進協議会 

後藤 080-5593-6646 

30 水 アグリフォーラム2022 in かみかわ 13:00 16:30 関係者のみ 
上川総合振興局 

産業振興部 農務課 
佐々木 46-5961 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

19 土 
北海道における治安維持法の被害を知る 
生活図画事件・生活綴方事件を通じて 

13:30 16:00 無料 
北海道弁護士会連合会 

011-281-2428 

MINAMI音楽ｱｶﾃﾞﾐｰの記念ｺﾝｻｰﾄです。 
どうぞお越し下さい。 

ｺｰﾁｬﾝﾌｫｰ旭川店ﾐｭｰｼﾞｯｸｺｰﾅｰ 
玉光堂ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前店 

プレイガイド 

合唱(土の歌より)・ﾋﾟｱﾉ演奏(悲愴ｿﾅﾀ)・ 
独唱(日本の歌曲・世界の歌曲)・合唱(第九) 

電話予約対応・当日券も対応 

プレイガイド 

ﾄﾞﾚﾐ教室の生徒たちが年に一度ﾚｯｽﾝの成果を発表します。 

ﾋﾟｱﾉ発表会です。 

要事前申し込み。詳細は問合先まで。 


