
＜ 休館日 ＞ 

  ★１０月 ：１１日(月)，２５日(月) 

  ★１１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≫ 10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3年９月２０日（月曜日・祝日）から令和3年９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3年１０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。 

〒070-8003 北海道旭川市神楽3条7丁目 

ＴＥＬ：０１６６（６９）２０００ 

ＦＡＸ：０１６６（６９）２００１ 

ホームページもご覧ください♪ 

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（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 ４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 ４年 １月分 

 ★１１月の集団受付：１１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 ４年 ２月分 

 

 

 

 令和３年（２０２１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。 

一 般 
ハートフル 
学 生 

：4,000円 
：2,500円 
：2,500円 

♪チケット♪ …好評発売中！ 

※未就学児入場不可。 

※学生は小学生から大学生が対象。 

※ﾊｰﾄﾌﾙは各種障がい者手帳をお持ちの方が対象。 

●プログラム● 

Ｆ.シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」 

Ａ.ピアソラ:天使の組曲より 

伊福部昭:ゴジラ 

Ｅ.モリコーネ:ニューシネマパラダイス 

ビートルズメドレー 

キング・クリムゾン:21世紀の精神異常者たち 
                    ほか 

【 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，託児やクロークのサービスはございません。 

※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。 

【 ご 来 場 され る 皆 様へ 】  

●ご来場の際は，マスクの着用をお願いいたします。 

●咳エチケット，こまめな手洗い・手消毒をお願いいたします。 

●37.5度以上の熱がある方，又は体調がすぐれない方は，入場をお断りいたします。 

 なお，入場をお断りした際は，チケットの払い戻しをいたします。 

●開演前後及び，休憩中の大声での会話やお客様同士の接触はお控えください。 

●公演中の声援はお控えください。代わりに大きな拍手をいただけますと幸いです。 

●入場時，トイレ使用時の列では，前の方と適切な距離を確保してください。 

親 子 
大 人 
こ ど も 

：1,800円 
：1,500円 
：  500円 

♪チケット♪ …10月12日(火)一般発売開始！ 

※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。 

※こどもは3歳～中学生が対象。 



音 楽 堂 

国際会議場 

１０月 音楽堂コンサート室行事予定 

１０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 

3 日 Little Concert 13:30 16:30 無料 柳谷 090-5952-2383 

10 日 

 
2021 カワイ講師コンサート 

15:00 19:00 

 
2,000円 

カワイ音楽教室旭川事務所 
仲野 22-7461 

17 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 56-8632 

24 日 旭川市立北門中学校 第35回定期演奏会 14:00 16:00 無料 
※要整理券 

旭川市立北門中学校 
平出・藤平・工藤 51-1431 

30 土 
大雪クリスタルホール自主文化事業 
「YAMATO String Quartet」 

15:00 17:00 
(予定) 

詳細は 
表紙参照 

大雪クリスタルホール 
69-2000 

1994年に結成され，松尾学術財団の特別奨励金を得て活動を開始。秋田県大曲市新人音

楽祭グランプリ・大阪国際室内楽コンクール入選など受賞歴を重ねる。弦楽四重奏の魅力を

伝えるという目標を掲げ，通常の弦楽四重奏とは一線を画す活動を始める。 

活動初期は，世界初録音となるCD「山田耕筰 室内楽全集」や「日本民謡全集」などで日本音

楽のスペシャリストとして活躍した。近年は近藤和明氏のアレンジを武器に，多様な音楽を弦

楽四重奏の普遍的なレパートリーに昇華することに成功している。 

現在は，膨大なピアソラ作品や，ハードロックからプログレッシヴロックに至るエネルギッシュな

ステージを展開している。中でもジミ・ヘンドリクス，レッド・ツェッペリン，クイーンなど，ロックの

王道を取り上げたプログラムは，ヴァイオリン石田泰尚の他に類を見ないプレイスタイルと合致

し，新しい弦楽四重奏の世界を拓き続けている。 

結成25年を機に，作編曲に大島ミチル氏を迎え，新たな企画も進行中である。 

カワイ旭川ショップ 

プレイガイド カワイフルコンサートピアノ「SK-EX」を 
使用した演奏会 

※ 行事予定は９月１４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。 

１１月 音楽堂コンサート室行事予定 

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。 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

6 土 

旭川市民マンドリンアンサンブル 
第48回 定期演奏会 

18:30 20:30 700円 
※当日券あり 

松田 31-5808 

13 土 
ヤマハ ピアノ・エレクトーン 
個人発表会 

10:00 20:26 
㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ旭川店 

室 27-0484 
関係者のみ 

14 日 10:00 19:39 

20 土 
水野音楽教室 ピアノ教室 
あんだんて発表会 

13:00 
（未定） 

未定 未定 
水野音楽教室 

32-7060 

21 日 

 
旭川ジャズオーケストラ 
第4回 リサイタル 
～A Tribute To Sammy Nestico～ 

 
17:00 

 
19:00 

2,000円 
※全席自由 

AKJOリサイタル事務局 
藤原 080-3290-4941 

ｸﾗｼｯｸ,ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ,ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｵﾘｼﾞﾅﾙを 
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｵｰｹｽﾄﾗでお楽しみ下さい。 

ﾙｲｽ･ﾊﾞｼﾞｪ氏(Tp)を迎え偉大なる作編曲家の 
遺した名盤に挑戦。 

コーチャンフォー旭川店ミュージックコーナー 
富貴堂(豊岡店・末広店),じゃずそば放哉,喫茶＆スープカリーふわわ 
チケットぴあ ℡0570-08999 Pコード:203-369(2021/10/18より発売開始) 

プレイガイド 


