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2021 年 12 月 1 日（水） 

 

2022 年 1 月開催 札幌コンサートホール主催事業について 
 

Kitara のニューイヤー 
毎年恒例のニューイヤーコンサート。北海道初登場の齋藤 友香理を指揮者に迎え、オーケストラと歌声で華

やかに新年を祝います。2022 年の始まりを Kitara で過ごしてみませんか？ 

 

 

 

■出演 指揮／齋藤 友香理 

    ソプラノ／冨平 安希子 

    テノール／宮里 直樹 

    管弦楽／札幌交響楽団 

■プログラム 

    チャイコフスキー：バレエ組曲「白鳥の湖」作品 20a より 

    レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より 

    ヨハン・シュトラウスⅡ：「美しく青きドナウ」作品 314 ほか 

■料金 全席指定（税込） 

    S 席 5,500 円 A 席 4,500 円 B 席 3,500 円 

    U25※（各席）1,500 円（※1996 年以降にお生まれの小学生以上の方） 

    ペア S 10,000 円 ペア A 8,000 円 

 

※指揮者 齋藤 友香理氏へのインタビューを公開しています。 

https://www.kitara-sapporo.or.jp/news/whatsnew.php?num=559 

 

 

 

＜Kitara ランチタイムコンサート＞ 

筑前琵琶で言祝ぐはつ春 
人間国宝 法和院 奥村 旭翠による筑前琵琶の音色と語りに親しむランチタイムコンサート。開場中のプレト

ークでは、初めて琵琶に触れる方にもわかりやすく解説します。 

 

 

 

■出演 筑前琵琶／法和院 奥村 旭翠（人間国宝） 

    プレトーク／尾藤 弥生（北海道教育大学教授） 

■プログラム 

    「平家物語」より 抜粋／初世 橘 旭宗作曲：那須與市
な す の よ い ち

 

    大坪 草二郎作詞／初世 橘 旭宗作曲：茨木
いばらき

 

■料金 全席指定（税込） 

一般 2,000 円 U25※ 500 円（※1996 年以降にお生まれの小学生以上の方） 

ニュースリリース 
Sapporo Concert Hall Kitara 
札幌コンサートホール 

日時／2022 年 1 月 8 日（土）14:15 開場 15:00 開演 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 

齋藤 友香理 

冨平 安希子 
©Yoshinobu Fukaya/aura.Y2 

宮里 直樹 
©Yoshinobu Fukaya/aura.Y2 

日時／2022 年 1 月 15 日（土）12:30 開場 13:00 開演（14:00 終演予定、休憩なし） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

法和院 奥村 旭翠 

札幌交響楽団 ©Y.Fujii 

こちらから▼ 
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オルガンミュージアムへようこそ！ 
5 歳から入場可能！毎年人気のオルガンワークショップ、今年はコンサート形式でお楽しみください。 

 

 

 

■出演 オルガン／吉村 怜子
さ と こ

 

    ナビゲーター／山田 美穂 

■プログラム 

    ヴィエルヌ：幻想的小品集より 太陽への賛歌 作品 53-3 

                   ウェストミンスターの鐘 作品 54-6 ほか 

■料金 全席指定（税込） 

    大人 500 円 子ども（5 歳～小学 6 年生）300 円 

 

 

 

＜Kitara ランチタイムコンサート＞ 

金子 三勇士のきがるにクラシック 
テレビやラジオでも活躍中の金子 三勇士によるお話つきのランチタイムコンサート。日本デビュー10 周年

を迎えた若き俊英の超絶技巧をお聴き逃しなく！ 

 

 

 

■出演 ピアノ／金子 三勇士 

■プログラム 

    ショパン：12 の練習曲より ハ短調「革命」作品 10-12 

    ドビュッシー：ベルガマスク組曲より 第 3 曲「月の光」 

    リスト：パガニーニによる超絶技巧練習曲集より 

第 3 番 嬰ト短調「ラ・カンパネラ」S.141/3 ほか 

■料金 全席指定（税込） 

一般 2,000 円 U25※ 500 円（※1996 年以降にお生まれの小学生以上の方） 

 

 

 

札幌コンサートホール 第 11 回演奏会付き防災訓練 
演奏中の火災発生を想定した防災訓練。訓練後は引き続き演奏会をお楽しみいただけます。 

 

 

 

■出演 吹奏楽／札幌市消防音楽隊 

■プログラム 

    ジブリメドレー 

    エル・クンバンチェロ ほか 

■料金 全席指定 無料（HP またはハガキによる事前申込制、12/10（金）必着） 

  

日時／2022 年 1 月 22 日（土）13:00 開場 14:00 開演（14:45 終演予定、休憩なし） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 

吉村 怜子 

山田 美穂 

日時／2022 年 1 月 23 日（日）12:30 開場 13:00 開演（14:00 終演予定、休憩なし） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 

金子 三勇士 
©Ayako Yamamoto 

日時／2022 年 1 月 26 日（水）13:30 開場 14:00 開演（15:15 終演予定） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 
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＜Kitara アーティスト・サポートプログラムⅠ＞ 

ショパン・トークリーディング劇コンサート 
札幌で活躍する音楽家を支援する「Kitara アーティスト・サポートプログラム」。今年度第 1 回は、ショパン

の生涯と作品を朗読とピアノで味わう新感覚のコンサートです。 

 

 

 

■出演 ピアノ／鈴木 椋太 

    朗読／高井 ヒロシ 

■プログラム 

    ショパン：ノクターン 第 20 番 嬰ハ短調 「遺作」 

         ポロネーズ 第 6 番 変イ長調 「英雄」 作品 53 

         幻想曲 へ短調 作品 49 ほか 

■料金 全席自由（税込） 

一般 2,000 円 学生※ 1,000 円（※小学生以上大学生以下の方が対象） 

 

 

札幌コンサートホールでは、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じたうえで演奏会を開催いたします。 

最新の情報について、詳しくはKitara 公式ホームページをご確認ください。 

 

取材のお申込をお待ちしております。 
 

【担当・お問合せ】 札幌コンサートホール事業課 川本、河原、阪、長谷川 

                    管理課 森（1/26 演奏会付き防災訓練） 

〒064-0931 札幌市中央区中島公園 1-15 TEL 011-520-2000 FAX 011-520-1575 

日時／2022 年 1 月 27 日（木）18:30 開場 19:00 開演（20:30 終演予定） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

高井 ヒロシ 鈴木 椋太 


