♪ 大雪クリスタルホールからのお知らせ ♫
＜ 休館日 ＞
★１２月 ：１４日(月)，２８日(月)，３０日(水)，３１日(木)
★ １月 ：１日(金)～４日(月)，１２日(火)，２５日(月)
※その他，臨時に休館することがあります。

令和２年（２０２０年）

＜ 集団受付 ＞
★１２月の集団受付：１２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 ３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 ３年 ３月分

カデンツァとは･･･

１２月号

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

★ １月の集団受付： １月５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 １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 ４月分

12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。

令和３年１月２１日(木) 開演１８：３０ （開場１７：３０）
＜出

郁代(ピアノ)

♪チケット♪
一
般 ：3,800円
ハ ー ト フ ル ：2,000円
学
生 ：2,000円

大雪クリスタルホールの使用料金を改定しました。
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。)

演 ＞ 仲道

©Kiyotaka Saito

令和２年１２月１日(火)から一般発売開始！
♪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。

※全席指定，当日券各５００円増。
※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２０％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。
※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。

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
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。
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。
◆ 音楽堂
◆ 国際会議場
■開館時間 音楽堂・国際会議場／午前９時～午後９時

■休館日 毎月第２・第４月曜日（この日が祝日のときは翌日）

＜併設＞博物館／午前９時～午後５時

年末年始（１２月３０日～１月４日），設備点検日など

（観覧のための入館は午後４時３０分まで）

ただし，博物館は６月～９月は無休

〒070-8003

北海道旭川市神楽3条7丁目 ホームページも御覧ください♪
ＴＥＬ：０１６６（６９）２０００ http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/index.html
ＦＡＸ：０１６６（６９）２００１ Ｅメール：crystalhall@city.asahikawa.lg.jp

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３年３月１４日(日) １４：００ 本番予定
場
所：大雪クリスタルホール 音楽堂
募集者数：個人または団体で５～７人(組)程度
対
象：市内及び近郊の個人または音楽演奏団体で，普段演奏活動を励まれている方を
対象に出演者を公募します。(部活動，音楽指導教室等の発表会は不可。)
申込方法:大雪クリスタルホール，市民文化会館等にある「ウインターコンサート出演
申込書」に必要事項を記入の上，大雪クリスタルホールへ提出してください。
(※出演申込書は当館のホームページからもダウンロードできます。)

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。

音 楽 堂
日 曜日

6

日

１２月 音楽堂コンサート室行事予定
行事名

開演

音の輪 マラソンコンサート Vol.19
目指せ!「ﾌﾙﾏﾗｿﾝ」の完走を!

終演

14:00 16:15

入場料等
1,000円

プレイガイド
クリスタルホール売店,カワイ旭川ショップ

12

土

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

20

日

2020年 バイオリンのコンサート

13:00 16:30

無料

北海道旭川農業高等学校
第13回 定期演奏会

17:30 19:30

※全席指定

25

金

１月 音楽堂コンサート室行事予定

13:00 15:30

詳細は
右記参照

大雪クリスタルホール
69-2000

坂本

65-3514

10

日

16

土

17

日

21

木

4教室合同の発表会で,40名ほどが演奏します。
ご自由にどうぞ。

北海道個人アンサンブルコンテスト
旭川地区予選
旭川市大雪クリスタルホール自主文化事業
「仲道 郁代 ピアノ・リサイタル」

12

22

土

火

終演

入場料等

問合先

無料

なかじまピアノ教室
66-2711

関係者のみ

旭川地区吹奏楽連盟
山口 48-8117(永山南中学校)

詳細は
表紙参照

大雪クリスタルホール
69-2000

12:30 16:30

10:30 17:30
10:00 17:30
18:30

未定

プレイガイド
旭川農業高等学校

旭川農業高等学校
三上 48-2887

１２月 大会議室行事予定
第３回

日 曜日

開演

ピアノコンサート 2021

問合先
音の輪
代表
山口 37-5420
事務局 渡辺 25-0831

行事名

500円

沢山の企画が盛りだくさんですので，ぜひお越しください。

国際会議場

日 曜日

行事名
第8回 ジオパークフォーラム
「地域の遺産を知る！のこす！」

令和2年度 「生活・学習 Actサミット」

開演

終演

13:30 15:00

入場料等

問合先

無料

大雪山ｶﾑｲﾐﾝﾀﾗｼﾞｵﾊﾟｰｸ
構想推進協議会 事務局
向井 25-7190

14:00 16:00 関係者のみ

旭川市教育員会
学校教育部教育指導課
常盤 25-7594

１２月 レセプション室で掲載可能な催事はありません。

※

行事予定は１1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。

「８月のシンフォニー

-渋谷 2002-2003」

日本に実在するシンガーソングライター・川嶋あい。実話に基づく感動の長編アニメ映画を，ＣＤ等の資料を交えてご覧いた
だきます。たった１人の家族である母との「歌手になる」という夢を果たすため，高校入学時に単身上京してきた少女。現実は
厳しく，渋谷でストリートミュージシャンとして活動を始める。「路上ライブ１０００回」という目標を定めて自分を奮い立た
せ，誰も立ち止まってくれない孤独と闘いながら夢に向かっていく。
日
お
会
定
申

時：令和２年12月１２日（土） 13:00～15:30
話：芳賀 均さん（北海道教育大学講師）
場：大雪クリスタルホール コンサート室
員：１００名 ※事前申込が必要です。
込：１１月２１日から受付開始

入場料：無料

※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。
※ご来館の際にはマスクの着用をお願いします。
※入場時に検温を実施しています。

