
＜ 休館日 ＞ 

  ★１０月 ：１２日(月)，２６日(月) 

  ★１１月 ： ９日(月)，２４日(火) 

  ※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  ♫ 

10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 

ホームページも御覧ください♪ 

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 ＞ 
 ★１０月の集団受付：１０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 ３年１０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 １月分 

 ★１１月の集団受付：１１月１日（日曜日） 

  音楽堂コンサート室・大会議室・レセプション室：令和 ３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 ３年 ２月分 

 

 令和２年（２０２０年） １０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  

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。 

第 １回   「 音楽の贈り物  エフゲニー ・キーシン  ドキュメンタリー 」  

日 時：令和２年１０月１１日（日） 13:30～16:00 

お 話：岡 理香子さん（北海道教育大学講師） 

会 場：大雪クリスタルホール コンサート室 

定 員：１００名程度 

申 込：９月２０日(日)から先着順。当館(℡0166-69-2000)までお電話ください。 
   ※発表後，やむを得ず中止となる場合がございます。また，発熱，せきなどの症状がある方は 

   入場をお断りする場合があります。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。 

入場料：無料 

 ロシア出身のエフゲニー・キーシン(1971年生)は，幼い時よりまれに

見る才能を発揮し，神童とうたわれたピアニストです。インタビューに

応じる彼の素顔と，熱狂的に迎えられたロンドンでのコンサート「プロ

ムス」(1997年)の模様を収めた貴重なフィルムで，キーシンの魅力をご

堪能ください！ 

 当館大会議室横の書棚に並んでいる「モーストリー・クラシック」2017年10

月号の特集『クラシック神童伝説』に，「カラヤンに見出された才能」として

キーシンが紹介されています。ホールにお越しの際，是非ご覧ください♪ 

第２回 
１１月２９日(日) 
 13:30～16:00 音楽堂コンサート室 

「星の王子さま ミュージカル Le Petit Prince」 
 お話：熊谷 美江さん(北海道教育大学講師) 

申込受付開始： 

 １１月 ８日～ 

第３回 
１２月１２日(土) 
 13:00～15:30 音楽堂コンサート室 

「８月のシンフォニー -渋谷 2002-2003」 
 お話：芳賀 均さん(北海道教育大学講師) 

申込受付開始： 

 １１月２１日～ 

♪ DVDサロンコンサート 今後の予定 



日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

10 土 旭川実業高等学校 オータムコンサート 18:00 20:00 関係者のみ 
旭川実業高等学校 
佐藤 51-1246 

11 日 
旭川市大雪クリスタルホール自主文化事業 
ＤＶＤサロンコンサート 

13:30 16:00 
詳細は 
表紙参照 

大雪クリスタルホール 
69-2000 

17 土 

佐治晴夫博士 
85歳記念レクチュア＆コンサート 

18:00 20:00 前売りのみ 
2,500円 

※300席限定 

旭川みすゞ会 
村田 080-5581-3567 

kazukomurata0718@gmail.com 

18 日 川嶋めぐみピアノ教室 ピアノ発表会 14:00 16:00 無料 
川嶋めぐみピアノ教室 

56-8632 

大雪クリスタルホール売店,ジュンク堂,こども冨貴堂,冨貴堂末広店 
旭川みすゞ会事務局,コーチャンフォー旭川店ミュージックコーナー,Email 

プレイガイド 

音 楽 堂 

国際会議場 １０月 大会議室行事予定 

佐治晴夫理学博士85才を記念に同氏によるﾋﾟｱﾉ演奏及び「世界 
全体が混迷を深める現代において最先端の科学が示唆する未来 
への希望と生きることの意味について」の講演です。 

１０月 音楽堂コンサート室行事予定 

大雪クリスタルホール自主文化事業 

「フォー・タイムズ・バロック」開催中止のお知らせ 

 令和２年度自主文化事業として10月に開催を予定しておりました「フォー・タイムズ・バロック」コンサートにつき

まして，昨今の新型コロナウイルスによる感染症発生状況等を見ながら準備を進めていたところですが，日本政府によ

り，欧州からの渡航制限が続いており，９月に入りましても緩和の見込みが立たず，演奏者の来日が困難となったこと

から今回は中止といたします。 

 鑑賞を楽しみにされていた皆様にはご迷惑をお掛けすることになり，誠に申し訳ございませんが，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。 

１０月 レセプション室行事予定 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

3 土 第36回 「旭川市の公園」 絵画展表彰式 15:00 16:00 関係者のみ 
(公財)旭川市公園緑地協会 
企画調整係 若島 52-1934 

6 火 
健康づくり講演会 
～睡眠とメンタルヘルス～ 

14:00 16:00 
無料 

※電話にて 
要申込 

全国健康保険協会北海道支部 
企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 011-726-0354 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

31 土 
第21回 大雪山フォーラム 
ヒマラヤに花をたずねて 
お話し 梅沢俊さん(植物写真家) 

13:30 15:30 
無料 

※資料希望者 
300円 

大雪と石狩の自然を守る会 
寺島 65-1940 
渡辺 61-3355 

※ 行事予定は９月１８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御了承ください。 

※ 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。 

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。 

・

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

1 日 

美瑛中学校吹奏楽部 
第38回 定期演奏会 

13:30 15:30 無料 
※要整理券 

美瑛中学校 
氏家･山森 92-2175 

(平日9:00～17:00) 

7 土 

旭川市民マンドリンアンサンブル 
第47回 定期演奏会 

18:30 20:30 

700円 なかよし保育園 
松田 31-5808 

28 土 
水野音楽教室 ピアノ教室 
あんだんて発表会 

13:00 16:00 未定 
水野音楽教室 

32-7060 

29 日 
旭川市大雪クリスタルホール自主文化事業 
ＤＶＤサロンコンサート 

13:30 16:00 
詳細は 
表紙参照 

大雪クリスタルホール 
69-2000 

１１月 音楽堂コンサート室行事予定 

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｵｰｹｽﾄﾗのｺﾝｻｰﾄです。 
ｸﾗｼｯｸ､ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ､ｵﾘｼﾞﾅﾙなど12曲を演奏します。 

大雪クリスタルホール売店, 
ヤマハミュージックリテイリング旭川店 

プレイガイド 

大雪クリスタルホール内 売店及び レストランについて 

 大雪クリスタルホール内の売店「ミュージアムショップ」は，９月１日より営業時間を短縮し

て開店しています（営業時間10：00～15：00）。レストラン「シンフォニー」は，新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止等のため，臨時休業が延長となっています。 

 レストランの営業再開日については１０月1日（木）を予定していますが，今後の状況により変

更となる可能性がありますのでご了承ください。 

 最新の情報は当館のホームページにてお知らせいたします。ご不便をお掛けいたしますが，ご了

承ください。 

大雪クリスタルホール売店,美瑛町民センター 

プレイガイド 

たくさんのご来場をお待ちしております。 


