♪ 大雪クリスタルホールからのお知らせ ♫
＜ 休館日 ＞
★ １月 ：１日(金)～４日(月)，１２日(火)，２５日(月)
★ ２月 ：８日(月)，２２日(月)
※その他，臨時に休館することがあります。

令和３年（２０２１年）

＜ 集団受付 ＞
★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

カデンツァとは･･･

１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

★２月の集団受付：２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 ４年 ２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 ５月分

令和３年１月２１日(木) 開演１８：３０ （開場１７：３０）

1月の集団受付について

＜出

＊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。

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

©Taku Miyamoto

郁代(ピアノ)

●プログラム●
【ベートーヴェン】
ピアノ・ソナタ 第９番 ホ長調 Op.14-1
ピアノ・ソナタ 第８番 ハ短調 Op.13「悲愴」
ピアノ・ソナタ 第１４番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」

【ショパン】
幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.６６（遺作）
ワルツ第６番 変ニ長調 Op.64-1「小犬」
ワルツ第７番 嬰ハ短調 Op.64-2
12の練習曲 第３番 ホ長調 Op.10-3「別れの曲」
ノクターン 第２０番 “ﾚﾝﾄ･ｺﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｴｽﾌﾟﾚｯｼｵｰﾈ”
バラード第１番 ト短調 Op.23
ポロネーズ 第６番 「英雄」 変イ長調 Op.53

♪チケット♪

♪プレイガイド♪

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

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。

※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。

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。

令和３年２月２３日(火・祝) 開演１４：００ （開場１３：００）
＜出

演 ＞ スギテツ

杉浦 哲郎(ピアノ)，岡田 鉄平(ヴァイオリン)
１月６日(水)より発売開始！
♪チケット♪
※こどもは３歳～中学生が対象となります。

◆ 音楽堂
◆ 国際会議場

親
子：2,300円 ※０歳から入場可能。３歳未満ひざ上可(無料)。
大
人：2,000円
ただし座席使用の場合はチケットが必要となります。
こ ど も： 500円 ※オムツ交換や授乳のためのｺｰﾅｰをご用意しています。

♪プレイガイド♪
■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 ホームページもご覧ください♪
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

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。
【全公演共通項目】
※全席指定，当日券各５００円増。
※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御協力ください。

※ご来場の際には，マスクの着用をお願いいたします。
※感染予防のため，クロークのサービスはございません。
※熱がある方や体調の悪い方は，ご来場をお控えください。
※会場での検温で発熱(37.5℃以上)が確認された場合，入場をお断り
します。(入場をお断りした場合に限り払戻しをいたします。)

音 楽 堂

2月 音楽堂コンサート室行事予定

１月 音楽堂コンサート室行事予定
日 曜日

日 曜日

行事名

開演

終演

入場料等

ピアノコンサート 2021
10

日

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。

12:30 16:30

無料

行事名

開演

終演

問合先
なかじまピアノ教室
66-2711

7

日

旭川実業高等学校吹奏楽部
第2回 定期演奏会

17:00 19:00

入場料等

問合先

500円

旭川実業高等学校
辻村 51-1246

※全席自由

プレイガイド
コーチャンフォー旭川店

第22回 旭川大学高校吹奏楽部 定期演奏会
16

土

17

日

21

木

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」

10:30 17:30

10:00 17:30
18:30 未定

旭川地区吹奏楽連盟
関係者のみ
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

11 木祝 林大地作曲「海のﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ」 第26回日本管楽

18:00 20:30

500円

14:30 16:30

※小学生以上

合奏ｺﾝﾃｽﾄ全国大会出場曲など演奏予定。

第20回 旭川“雪の降る街を”音楽祭
中田喜直記念演奏会
14

日

中田喜直作曲「こどものﾋﾟｱﾉ曲」を中心に中田作品の
ﾋﾟｱﾉ曲のすべてを地元の演奏家で表現したい。

1,000円

南加奈子 お疲れ様コンサート

国際会議場

20

１月 大会議室・レセプション室で掲載可能な催事はありません。

土

23 火祝

非日常の毎日の疲れを少し癒しませんか？
感染予防/入場制限を行い公演いたします。

旭川市大雪クリスタルホール自主文化事業
「スギテツ～クラシックを遊ぶ音楽実験室」

旭川大学高等学校
48-1221

旭川雪の降る街を音楽祭
実行委員会 菅野 52-2659

南
一般 2,000円
14:30 15:30
学生 1,600円

14:00 15:30

詳細は
表紙参照

48-9454
プレイガイド

玉光堂イオンモール旭川駅前店,
ローソンチケット Lコード:１１７４１

大雪クリスタルホール
69-2000

※

行事予定は１２月１２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。

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。
・ウイルス拡散防止のため，トイレ内のハンドドライヤーは停止中です。個人のハンカチ等をご持参ください。

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。

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。)

