
＜ 休館日 ＞ 

  ★ ７月 ：１２日(月)，２６日(月) 

  ★ ８月 ：１０日(火)，２３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≫ ７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６月２１日（月曜日）から令和3年６月３０日（水曜日） 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７月1日（木曜日）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 ＞ 
 ★７月の集団受付：７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 ４年 ７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１０月分 

 ★８月の集団受付：８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 ４年 ８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１１月分 

 

 

 令和３年（２０２１年） ７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３年７月１６日(金) 開演１８：３０ （開場１７：３０） 

～出演者プロフィール～ 

♪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。 

※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) 

※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。 

※３７.５度以上の熱がある方や体調の悪い方は，ご来場をお控えください。 

※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。 

一 般 
ハートフル 
学 生 

：3,800円 
：2,000円 
：2,000円 

♪チケット♪ 

※未就学児入場不可。 

※全席指定，当日券各５００円増。 

©Gakken  Plus 

青島 広志（お話し・ピアノ） 
 1955年東京生まれ。東京藝術大学および大学院修士課程を首席で修了し，作曲家としては「火の鳥」(原作：手塚治虫)，

「黒蜥蜴」（原作：三島由紀夫），合唱曲「マザーグースの歌」，ミュージカル「１１ぴきのネコ」など，その作品は200曲を超える。 

 ピアニスト・指揮者としての活動も，40年を越え，最近ではコンサートやイベントのプロデュースも数多くこなしている。NHK

「ゆかいなコンサート」の初代監督を８年務め，現在もNHKラジオ「みんなのコーラス」「高校音楽講座」にレギュラー出演のほ

か，テレビ朝日「題名のない音楽会」アドバイザー，日本テレビ「世界一受けたい授業」等にも出演。 

 東京藝術大学講師，洗足学園音楽大学各員教授。日本現代音楽協会，作曲家講義会，東京室内歌劇場会員。 

小野 つとむ（テノール） 

 高校一年の冬，とても可愛らしい先輩に誘われて，うっかり

入ってしまった合唱部。これをきっかけに音楽の道を選ぶこ

ととなる。偶然にも青島広志氏に見出され，東京オペラプロ

デュース公演「黄金の国」（青島広志/作曲）でオペラデ

ビュー。その後プロのテノール歌手に転向する。童謡からオ

ペラアリアまで幅広いレパートリーを持ち，アンサンブルから

ソリストまで多くの演奏会で活躍。 

横山 美奈（ソプラノ） 

 東京都立藝術高等学校卒業。東京藝術大学音楽部声楽科

卒業，同大学院オペラ科修了。文化庁オペラ研究所第８期修

了後，文化庁在外派遣研修員としてイタリア・ミラノに留学。 

ハイソプラノの《夜の女王》からアルトの役まで自在に歌いこ

なす充実した幅広い声域を持ち，役柄に応じた的確な歌唱と

演技力，クリアなセリフ回しが高く評価されている。 

プログラム 

●日本のうた 

  夏は来ぬ，たなばたさま，うみ，牧場の朝，夏の思い 

  出，からたちの花，ピアノのための《からたちの花》 他 

●ヨーロッパのうた 

  おおブレネリ，ローレライ，すみれ，アンニーローリー， 

   オー・ソレ・ミオ(私の太陽) 

●ピアノ曲 

   25曲の練習曲op.100より“さようなら”“なぐさめ”， 

  エリーゼのために 他 

●オペラの名場面 

  オペラ「椿姫」（1853）より“乾杯の歌”“ああそれは， 

  あの人だったのか～花から花へ”“パリを離れて” 

●ミュージカルの名場面 

  ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より“素敵じゃな 

  い？”“君住む町角”“スペインの雨”“一晩中踊りたい” 

チケット好評発売中！ 



音 楽 堂 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

16 金 
大雪クリスタルホール自主文化事業 
「青島広志 おしゃべりコンサート」 

18:30 20:30 
詳細は 
表紙参照 

大雪クリスタルホール 
69-2000 

18 日 バイオリンとチェロの発表会 13:00 16:00 無料 
中川バイオリン教室 

65-7922 

23 金祝 

村田ピアノ教室演奏会 

13:30  未定 無料 
村田ピアノ教室 

32-2400 

国際会議場 

７月 音楽堂コンサート室行事予定 

７月 大会議室 

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。 

子どもから大人まで,幅広い世代の生徒さんが 
出演します。 

７月 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 

17 土 

童謡詩人 金子みすゞの世界展 

18:30 20:30 
無料 

※旭川信金各店 
にて整理券配布 

実行委員会 
村田 080-5581-3567 
佐藤 090-2058-8297  

25 日 14:00 16:00 

日 曜日 行事名 開演 終演 入場料等 問合先 

7 土 Summer Concert 13:30 16:30 無料 中澤 63-8006 

8 日 

 
クール・ジュネス 第５回 演奏会 

18:30 20:00 
一般 1,000円 
中･高校生 
500円 

 
児玉 090-7055-1029 

15 日 田中三佳ピアノ教室 第18回発表会 13:30 16:00 無料 田中 61-1751 

28 土 福井敬介 ピアノリサイタル 13:30 15:30 

一般 2,000円 
学生 1,000円 

※全席指定 

 
福井音楽教室 
0158-84-2953 

プレイガイド 

ヤマハミュージックリテイリング旭川店,
大雪クリスタルホール売店 

※ 行事予定は６月２０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。 

８月 音楽堂コンサート室行事予定 

 

当館のコンサート室は1階523席，２階74席の計597席となっています。 

自由席，どこに座ろうか迷いませんか？場所によって音の響きが違います。 

あなたはどの席がお気に入りですか？ 

① 前方部 

演奏者の直接音（どこにも反射しない

で一番早く到達する音）がはっきり聴

こえます。一方残響がやや遅れて背後

から聞こえるように感じます。演奏者

の息づかい，表情を間近に見ることが

できます。 
① 

② 

② 中央部 

前後左右上下，各方向の響きが体を包

み込むように降り注ぎます。このホー

ル特有の響きを満喫することができま

す。 

③ 

③ ③ ③ 後方部・壁際 

背後からの残響が少なくなります。そ

の分，前方からの響きがわかりやく伝

わってきます。 

④ ２階席 

１階席よりも舞台を近く感じます。L列

ではピアノ奏者の指使いが見え，R席

では奏者の表情がよくわかります。下

向きに遠方を見るため，遠近両用メガ

ネをご利用の方は，少し見づらいかも

しれません。 

④ 
④ 

遂に!!クール・ジュネス,2年5か月ぶりの演奏会。 
“あつい”ハーモニーをお楽しみください。 

ローソンチケット，福井音楽教室 

プレイガイド 


