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2022 年 4月 1 日（金） 

 

2022年5月開催 

札幌コンサートホール主催事業について 

 
3 年ぶりの開催となる、ゴールデンウィークの音楽祭「Kitara あ・ら・かると」。3 歳または 5 歳から入場可

能なコンサートのほか、あ・ら・かると限定イベントも予定しています。 

今年のゴールデンウィークはご家族揃って Kitara で音楽を満喫しませんか？ 

 

 

きがるにオーケストラ 
 

 

 

■出演 指揮・お話／太田 弦 

    ピアノ／角野 隼斗 

    管弦楽／札幌交響楽団 

■プログラム ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー ほか 

■料金 全席指定（税込） 

S 席 完売 A 席 2,500 円 ※残席僅少 

高校生以下（5 歳以上）500 円 ※残席僅少 

 

 

スプリング・ブラス～中学生スペシャル！ 
 

 

 

■出演 吹奏楽／札幌市立厚別南中学校、清田中学校、 

啓明中学校、向陵中学校 吹奏楽部 

■プログラム 2022 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より ほか 

■料金 全席指定（税込）500 円 

 

  

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

日時／5 月 3 日（火・祝）14:30 開場 15:00 開演 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 

日時／5 月 4 日（水・祝）15:00 開場 15:30 開演（17:00 終演予定） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 

札幌交響楽団 ©Y.Fujii 

過去の公演より 

太田 弦 ©ai ueda 角野 隼斗 ©T.Tairadate 

5 歳以上入場可 

5 歳以上入場可 
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ニコラさんのオルガンコンサート 
 

 

 

 

■出演 オルガン／ニコラ・プロカッチーニ 

         （第 22 代札幌コンサートホール専属オルガニスト） 

    お話／古屋 瞳 

■プログラム ヴィエルヌ：幻想的小品集より 

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）一般 1,000 円 高校生以下（5 歳以上）500 円 

※チケット購入者を対象に、終演後バックステージツアーを開催予定（無料・事前申込制）。 

 詳細は決まり次第 KitaraHP で発表いたします。 

 

3 歳からのコンサート 
 

 

 

 

 

5/3（火・祝）Ⅰ チェロ 

■出演 チェロ／加藤 文枝 

    ピアノ／小澤 佳永 

■プログラム エルガー：愛のあいさつ ほか 

 

5/4（水・祝）Ⅱ フルート×ギター 

■出演 フルート＆ピッコロ／泉 真由 

    ギター／松田 弦 

■プログラム J.S.バッハ／グノー編曲：アヴェ・マリア ほか 

 

5/5（木・祝）Ⅲ バリトン 

■出演 バリトン／ヴィタリ・ユシュマノフ 

    ピアノ／新堀 聡子 

■プログラム ビゼー：歌劇「カルメン」より 闘牛士の歌 ほか 

 

 

 

＜北海道教育大学・札幌大谷大学・Kitara 連携事業＞ 

若い芽の音楽会 
 

 

 

■出演 北海道教育大学・札幌大谷大学推薦の卒業生、在校生 

■プログラム 調整中 ※決まり次第 KitaraHP で発表いたします。 

■料金 全席指定（税込）500 円  

日時／5 月 5 日（木・祝）13:30 開場 14:00 開演 

（15:00 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 

 

日時／5 月 3 日（火・祝）～5 日（木・祝） 

各日 10:00 開場 10:30 開演（11:15 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 

料金／各日 全席指定（税込）500 円 

 

日時／5 月 4 日（水・祝）12:30 開場 13:00 開演（14:30 終演予定） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

ニコラ・プロカッチーニ 

松田 弦、泉 真由 ©Waki Hamatsu 

ヴィタリ・ユシュマノフ 
©Masaaki Hiraga 

2021 年度「若い芽の音楽会～北国を翔ける新星」より 

加藤 文枝 小澤 佳永 

新堀 聡子 

5 歳以上入場可 

5 歳以上入場可 
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楽器づくり体験 世界にひとつだけのオリジナルオカリナを作ろう！ 

 

 

 

 

 

■料金 オカリナ（大） 税込 1,000 円 

    動物オカリナ 税込各 1,500 円（ラッコ、イルカ、シーホース） 

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。 

 

Kitara 地下探検隊 大ホールの静けさの秘密を探ろう！ 
 

 

■料金 無料（4/10（日）までの事前申込制） 

■定員 各日 20 名（申込者多数の場合は抽選） 

■申込方法 「Kitara あ・ら・かると」特設ページ内の申込フォームから申込 

 

Kitara 子どもスタッフ～レセプショニストに挑戦！ 
 

 

■料金 無料（4/10（日）までの事前申込制） 

■定員 小学 4～6 年生 6 名（申込者多数の場合は抽選） 

■申込方法 「Kitara あ・ら・かると」特設ページ内の申込フォームから申込 

 

 

SNS プレゼントキャンペーン 
5/3（火・祝）～8（日）に Twitter、Instagram で「#Kitara あらかると 2022」をつけて投稿すると、 

抽選で Kitara オリジナルグッズ付き Kitara 主催公演ペアチケットをプレゼント！ 

 

 

「Kitaraあ・ら・かると」特設ページ 

https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/eve_alacarte.html 

 

 

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公式ホームページや「Kitaraあ・ら・かると」特設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、本田、河原、勝本、阪（コンサート） 

                        井上（楽器づくり体験、SNSプレゼント） 

                    管理課 岸、上林（Kitara 地下探検隊、子どもスタッフ） 

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

日時／5 月 3 日（火・祝）～5 日（木・祝） 

［午前］10:00～11:50（受付 9:30～11:30） 

［午後］14:00～16:20（受付 13:30～15:30） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 大ホールホワイエ、エントランス 

 

日時／5 月 3 日（火・祝）、4 日（水・祝）10:00～11:00 

 

日時／5 月 4 日（水・祝）13:00～17:00（予定） 

 

こちらから▼ 

https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/eve_alacarte.html

