
＜ 休館日 ＞ 

   ★ ３月：１４日(月)，２８日(月) 

   ★ ４月：１１日(月)，２５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４年２月１８日（金曜日）から令和４年２月２７日（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４年３月１日（火曜日）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 ＞ 
 ★ ３月の集団受付： ３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 ５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 ４年 ６月分 

 ★ ４月の集団受付： ４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 ５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 ４年 ７月分 

 

 

 令和４年（２０２２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。 

♪ 大雪クリスタルホール ホールメイトについて ♪ 

♥ 会員特典 ♥  

１．会員向け情報誌「コンシェルジュ」，会員及び一般向け情報誌「カデンツァ」を毎月お届けします。 

２．大雪クリスタルホール自主文化事業コンサートのチケット先行予約ができます。 

３．同一の自主文化事業コンサートを会員１名様につき２枚まで，通常料金から１０％割引で購入できます。 

４．レストラン「シンフォニー」及び売店「ミュージアムショップ」を次の料金で利用できます。（会員証を提示してください。） 

  ＊「シンフォニー」では，会員１名様につき２名様まで，定価の５０円割引でお食事ができます。（ドリンク及びケーキセットは除きます。） 

  ＊「ミュージアムショップ」では，各商品を販売価格から１０％割引で購入できます。（たばこ・書籍等の対象外品があります。） 

 

お申込み・お問合せはホールメイト事務局（大雪クリスタルホール内 ☎69-2000）まで。 

皆様のご入会をお待ちしております。 

♪ 会員期間は４月１日から３月３１日まで。年度途中での入退会も年会費は同額です。 

♪ 年会費及びチケット購入代金は，ゆうちょ銀行の通常預金口座からの自動引き落としのみです。 

♪ 入会申込書をホールメイト事務局（大雪クリスタルホール内）へ，自動振り込み利用申込書を最寄りの 

  郵便局へ提出していただきます。（申込書は大雪クリスタルホール２階事務室にあります。） 

※ なお，年会費及びチケット購入代金の支払い方法が４月から変更となる予定です。 

年会費：１，５００円 

クラシック音楽を鑑賞する友の会会員「大雪クリスタルホールメイト」を随時募集しています。 



日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

12 土 

第21回 旭川“雪の降る街を”音楽祭 
中田喜直 記念演奏会 
「鳥谷部美帆 ピアノリサイタル」  

15:00 
 

16:30 
1,000円 

旭川雪の降る街を音楽祭 
実行委員会 菅野 

52-2659  

19 土 

渋谷千里ピアノ教室 
Little Piano Concert 

12:30 17:00 無料 渋谷 53-5540 

20 日 南加奈子 フルートリサイタル 18:30 20:30 

一般  3,000円 
ｼﾙﾊﾞｰ 2,000円 
（65歳以上） 
※学生・75歳以上 

無料 

 
 
 

実行委員会 48-9454 
南 080-3230-7697 

21 月祝 

北海道旭川南高等学校吹奏楽部 
第13回 定期演奏会 

17:30 19:30 

500円 
※全席自由 

旭川南高等学校 
横地・高松・澤崎 

65-8770 

26 土 

北海道旭川東高等学校音楽部 
第29回 定期演奏会 

13:00 
16:30 

15:00 
18:30 

一般 500円 
高校生以下 

300円 旭川東高等学校 
菊田 23-2855 

音 楽 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。 

３月 音楽堂コンサート室行事予定 

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。 

中田喜直氏が好んだｼｮﾊﾟﾝの作品でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを構成した。 

幼時から大人まで,ﾋﾟｱﾉｿﾛ・連弾・6手・ 
2台ﾋﾟｱﾉをお贈りします。 

2年越しのﾘｻｲﾀﾙです。是非お越し下さい。 玉光堂イオンモール旭川駅前店 
コーチャンフォー旭川ミュージックコーナー 
ローソンチケット Ｌコード:11656 

プレイガイド 

外国語曲やPOPs,ｺﾝｸｰﾙ曲等 
今年度の活動の集大成となる演奏会です。 旭川東高等学校 

プレイガイド 

昨年9月から延期されて3月になりました。 
ほぼ1,2年生で創ることになります。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

旭川南高等学校事務室 
部員の手売りのみ 

プレイガイド 

国際会議場 

４月 音楽堂コンサート室行事予定 

３月 大会議室 

３月 レセプション室 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

13 日 
第10回 絵本フォーラム 
あべ弘士の世界 

13:30 16:00 

無料 
※要整理券 

旭川絵本の会 
北川 62-3454 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

16 水 
かみかわマーケティングセミナー 
～直販・通販で稼ぐ農園とは～ 

13:30 16:15 無料 
北海道上川総合振興局 

産業振興部商工労働観光課 
46-5320 

19 土 
第22回 大雪山フォーラム 
＜大雪山を世界遺産に＞ 

13:30 16:45 
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 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

10 日 

 
オペラ・モーメント2022 

13:00 16:30 

3,000円 
※全席指定 

旭川オペラ劇場 
070-8903-3415 

23 土 

The Brioso Brass 16th Concert 2022 

18:00 20:00 800円 
The Brioso Brass事務局 
沓澤 090-5982-6095 

ｵﾍﾟﾗﾊｲﾗｲﾄｺﾝｻｰﾄ。ﾗ･ﾎﾞｴｰﾑ。ﾄﾞﾝ･ｶﾙﾛｽ 
電話予約販売のみ 

プレイガイド 

中央図書館,神楽図書館,こども富貴堂,ｷﾞｬﾗﾘｰﾌﾟﾙﾌﾟﾙ 

配布場所 

英国式ﾌﾞﾗｽの響きをあたなに…。 
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄ ﾊﾟｳﾞｧｰﾇ 等 


