
＜ 休館日 ＞ 

 ★ ３月：１３日(月)，２７日(月) 

 ★ ４月：１０日(月)，２４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≫ 3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5年２月１８日（土曜日）から令和5年２月２８日（火曜日） 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５年３月1日（水）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。 

 ６．希望日に他団体との重複がない場合，または抽選の結果，希望日で決定した場合は〔利用確定〕とし，原則 

   辞退はできません。十分にご検討の上，希望カードの提出をお願いいたします。 

 

 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 ＞ 
 ★３月の集団受付：３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：令和 ６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 ５年 ６月分 

 ★４月の集団受付：４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 ６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 ５年 ７月分 

 

 令和５年（２０２３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。 

市民発表コンサート 

 令和５年３月５日（日）  開演 １３:００ （開場 １２:３０） 

 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，ピアノ，合唱，アンサンブルなど10組の出演者が様々なジャンルの素敵な演奏をお贈りいた

します。 

 どうぞお誘い合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。 

            Program 

 
１ やすとみ 加恵 ＜細棹三味線 独奏＞ 

   ♬ 木綿のハンカチーフ （筒見京平 作曲） ほか 

 

２ O.B.C’S(オービーシーズ) ＜サックスアンサンブル＞ 

   ♬ 見上げてごらん夜の星を （いずみたく 作曲） ほか 

   

３ 村瀬 貴司  ＜ピアノ独奏＞ 

   ♬ 花は咲く （菅野よう子 作曲） ほか 

   

４ 横田 久美子 ＜声楽＞ 

   ♬ 歌劇「椿姫」より～花から花へ （ヴェルディ 作曲） ほか 

   

５ 北彩都合唱団「唱学舎」 ＜合唱＞ 

   ♬ リメンバー （鈴木キサブロー 作曲） ほか 

６ 星野 弘 ＜ギター弾き語り＞ 

   ♬ 北の旅人 （星野弘 作曲） ほか 

 

７ blanche ＜フルートアンサンブル＞ 

   ♬ ルージュの伝言 （荒井由実 作曲） ほか 

   

８ なよとよ23 ＜アカペラ合唱＞ 

   ♬ Benedictus （ディ・ラッソ 作曲） ほか 

   

９ 極音 ＜トロンボーン四重奏＞ 

   ♬ ふるさとのうたメドレー （日本民謡 高嶋圭子 編曲） ほか 

   

10 シャローム ＜クラシックギター＆マンドリン＞ 

   ♬ 映画「ひまわり」のテーマ （マンシーニ 作曲） ほか 

 
 ※ 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。 

＜整理券配布場所＞ 

旭川市大雪クリスタルホール 事務室 

旭川市民文化会館 事務室 

入 場 料：無料（全席自由） ※要入場整理券 

※満席の場合，入場をお断りする場合があります。 

♪入場整理券配布中♪ 



音 楽 堂 ３月 音楽堂コンサート室行事予定 

国際会議場 ３月 大会議室 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

２ 木 

国際ソロプチミスト旭川 
スプリングチャリティーコンサート 
安田里沙 ピアノリサイタル 18:30 20:30 

 
3,000円 

※全席自由 国際ソロプチミスト旭川 
松野 090-8279-2403 

５ 日 
旭川市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」 

13:00 15:55 詳細は表紙 
旭川市大雪クリスタルホール 

69-2000 

11 土 

渋谷千里ピアノ教室発表会 
Little Piano Concert 

 

12:30 
 

17:00 
無料 渋谷 53-5540 

21 火祝 リトルコンサート 13:30 16:00 無料 斉藤 090-9522-9269 

24 金 

札幌大谷大学音楽セミナー in 旭川 
「スプリングコンサート」 

 
18:30 

 
20:30 

一般 2,000円 
学生 1,000円 

当日券 
2,500円 

札幌大谷大学 入試広報課 
011-742-1643 

25 土 

北海道旭川東高等学校 音楽部 
第30回記念 定期演奏会 

15:30 17:30 
(予定) 

一般 500円 
高校生以下 

300円 

旭川東高等学校 
菊田・山下 23-2855 

３月 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 

12 日 
第11回 絵本フォーラム 
「長野ヒデ子の世界」 

13:30 16:00 

無料 
※要整理券 

旭川絵本の会 
実行委員長 北川 62-3454 

25 土 

社会福祉法人あかしあ労働福祉センター 
35周年記念事業 
記念講演 「密」の否定の果てに 
～共生と協働のまちづくりのために～ 

14:00 16:00 
無料 

※事前申込は 
ﾒｰﾙまたはFAX 

(福)あかしあ労働福祉センター 
TEL 57-0888 
FAX 57-0808 

mail akashia@cello.ocn.ne.jp 

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｻﾛﾝﾄﾞｰﾙ,ｱｻﾋｶﾜﾃﾗｽﾊﾞﾙ 

プレイガイド 旭川出身の音楽家 安田里沙さんの素晴らしい演奏を 
お楽しみ下さい。 

針生美智子,河野泰幸,外山啓介のｽﾃｰｼﾞのほか 
札幌大谷大学合唱団と旭川龍谷高校合唱部が出演します。 札幌大谷大学,ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ旭川店 

プレイガイド 

全国大会出場の報告と30回を記念して 
OBを迎え盛大にお贈りします!! 上記問合先へご連絡ください 

プレイガイド 

幼児～大学生まで，ﾋﾟｱﾉｿﾛ・連弾・合唱を演奏します。 

定員150名 
配布場所:中央図書館,神楽図書館,こども冨貴堂 

 

※ 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 

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とがありますが，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５年２月６日(月)～令和５年３月２８日(火) 

♪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。  

♪主な仕事内容♪ 

 カウンター係：チケットもぎり・プログラム渡しなど。 

 ドア係   ：各ドアに配置され，お客様のスムーズな入退場をサポートする。 

 クローク係 ：コートや手荷物のお預かり。 

 会場係   ：会場内でのお客様のご案内，会場管理など。 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

1 土 
スプリング・コンサート 
田中ピアノ教室 第19回 発表会 

14:00 16:30 無料 田中 090-2075-3670 

21 金 

「市民公開講座」 
筋活で延ばそう！健康寿命 

 
15:00 

 
16:30 

無料 
SKたいせつの郷 

57-3220 

23 日 

創立78周年 旭川放送合唱団 
第72回 定期演奏会 

15:00 16:40
(予定) 

1,000円 
※中学生以下 

無料 旭川放送合唱団 
事務局長 佐藤 53-7447 

29 土祝 

 
発表会 

13:00 17:00
(予定) 

無料 熊谷 090-2058-7289 

今からでも遅くない筋肉づくりと認知症予防を学びます 

大雪ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ売店 

プレイガイド 
専属ﾋﾟｱﾆｽﾄ黒川奈加子先生作詞作曲の曲や 
昭和歌謡を歌います 

岡理香子,三橋菜穂子,熊谷美江 門下生 


