
＜ 休館日 ＞ 

   ★ ７月：１１日(月)，２５日(月) 

   ★ ８月： ８日(月)，２２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  ♫ 

≪重要≫ ７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６月２０日（月曜日）から令和４年６月３０日（木曜日） 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７月１日（金曜日）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 ＞ 
 ★ ７月の集団受付： ７月１日（金曜日） 

  音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：令和 ５年 ７月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ４年１０月分 

 ★ ８月の集団受付： ８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 ５年 ８月分 
  その他の会議室・第１リハーサル室の単独利用 ：令和 ４年１１月分 

 

 令和４年（２０２2年） ７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。 

大 人 
こ ど も 

：1,500円 
：  500円（3歳～中学生） 

♪チケット♪ …好評発売中！ 

※全席指定。当日券各500円増。 

※3歳未満ひざ上可。ただし座席使用の場合はチケットが必要。 

※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，クロークのサービスはございません。 

※オムツ交換や授乳のためのコーナーを用意しています。 

※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   

 ご協力ください。 

♪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， 
 予めご了承ください。 

【出演】 Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｄｉｖｅｒｔｅｒｓ 

       （アンサンブル・ディヴェルターズ） 

1986年に，東京芸術大学の卒業生を中心に結成した。ディヴェルティメント（嬉遊曲）を 

もじってディヴェルターズと命名。「演奏者も聴衆も楽しく音楽を」をモットーに活動を開始した。 

1992年12月，乳幼児同伴のミュージックランドミニコンサートに「音楽のおくりもの」として初

登場。バラエティに富んだプログラムで，聴衆参加にも工夫を凝らし好評を博した。 

小さい子ども連れのお母さんたちが来場してコンサートを楽しむ姿は，読売新聞，日本テレビ系

31局ネット，NHK教育テレビなどで紹介された。 

昨今は北海道から九州まで活動範囲を拡げ，旅を楽しみ，音楽を楽しみ，また会場でのお客様と

の交流を楽しんでいる。 

司会・フルート   一村 誠也 

第１ヴァイオリン  丹羽 道子 

第２ヴァイオリン  氏家 千佳 

ヴィオラ      栗山 幸子 

チェロ       児玉 千佳 

コントラバス    三好 美和 

ピアノ       一村 誠子 

★プログラム★ 

アイネ・クライネ・ナハトムジーク：モーツァルト 

トルコ行進曲：ベートーヴェン 

おもちゃの兵隊の行進：イエッセル 

となりのトトロ：久石譲 

ディズニーメドレー ほか 
※都合により曲目は変更になる場合があります。 



音 楽 堂 ７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 

 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。 

国際会議場 

７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 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

13 水 
令和4年 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 14:30 無料 
旭川市交通防犯課 
西村 25-6215 

16 土 

 
村田ピアノ教室 演奏会 

13:30 未定 無料 
村田ピアノ教室 

32-2400 
34-3020 

17 日 バイオリンとチェロの発表会 13:00 16:00 無料 中川 65-7922 

18 月祝 
旭川医科大学室内合奏団 
ブラスアンサンブル合同演奏会 

13:00 15:00 関係者のみ 
旭川医科大学室内合奏団 
川口 090-3398-8662 

23 土 

結～水野雅文 還暦記念演奏会～ 

14:30 16:30 

 
1,000円 

 
勝瀬 090-2810-8653 

24 日 

 
第26回 旭川市新人音楽会 公開オーディション 

10:30 
(予定) 

17:00 
(予定) 

無料 
AMP旭川市新人音楽会 
企画委員会 新町 

62-7173 

31 日 
大雪クリスタルホール自主文化事業 
ファミリーコンサート 
「音楽のおくりもの～わいわいコンサート」 

14:00 15:20 詳細は表紙 
大雪クリスタルホール 

69-2000 

出演者は子どもから大人まで，ショパンの曲が多めです。 

第26回旭川市新人音楽会(2022年10月1日(土))の出演者を 
選考するための公開オーディションです。 
(ピアノ,声楽,弦楽器,管打楽器,アンサンブル部門) 

合唱指揮者・水野雅文が指揮する合唱団4団体と 
合同ステージです。 

コーチャンフォー旭川店ミュージックコーナー 

プレイガイド 

※ 行事予定は６月１６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。 

８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 

21 日 

 
鳥谷部美帆 チャリティーピアノコンサート 

14:30 未定 

2,500円 
※小学生以下 

無料 

国際ソロプチミスト 
旭川若葉 嶋田 

85-6596 

27 土 

 
第20回 記念コンサート 
～クリスタル・トリオによる名曲の数々を 

14:30 16:30 

2,000円 
高校生以下
1,000円 

 
山口 37-5420 

28 日 

 
第20回 合唱団キレンジャク演奏会  

14:30 16:00 

1,000円 
学生 

(中～大学生) 
500円 

合唱団キレンジャク事務局 
kirenjaku1991@gmail.com 

中川 
090-6442-7399(19時以降) 

＜ 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土･日･祝日等には，

駐車場が大変混雑することが予想されます。

ご来館の際は，乗り合わせ又は公共交通機関

の利用にご協力ください。 

 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。一般の方の駐車はご遠

慮ください。 

 ご協力をお願いいたします。 

～美しいショパン名曲による癒しへの誘い～ 
旭川市5条通11丁目761（ラシックヘアー内） 

プレイガイド 

クリスタル・トリオ，20回目の記念コンサートを 
名曲の数々で！ 

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

プレイガイド 

3年ぶりの演奏会です。 
合唱ができる歓びと感謝を込めて歌います。 


