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2023年 1月 4日（水） 

 

2023年2月開催 

札幌コンサートホール主催事業について 
 

オルガンウィンターコンサート 
毎年恒例、Kitaraのシンボル パイプオルガンの音色をワンコインでお楽しみいただけるコンサート。 

出演予定だった第23代Kitara専属オルガニスト ヤニス・デュボワの一時帰国に伴い、演奏者とプログラムを

一部変更して開催いたします。 

 

 

 

■出演 オルガン／松居 直美 

■プログラム 

    ブクステフーデ：暁の星野いと美しきかな BuxWV223 

J.S.バッハ：パッサカリア BWV582 ほか 

■料金 全席指定（税込）500 円 

 

［同時開催中］ 

Kitara ライトアッププログラム「NORTH POLE」 

Kitara のエントランスホールが、あざやかな光に彩ら

れ、澄んだ音色が響く幻想的な空間へと変化します。 

 

■日時 1 月 28 日（土）～2 月 12 日（日） 

    17:00～20:00 ※2 月 6 日（月）休館日 

    （詳細なタイムテーブルは後日発表） 

■料金 無料 

 

 

〈ハンガリーの俊英たちⅢ〉 

ゲルゲイ・デヴィッチ チェロリサイタル 
幼い頃から演奏活動を続け、名門リスト音楽院で学んだ若きチェリストが日本初登場。 

 

 

 

■出演 チェロ／ゲルゲイ・デヴィッチ 

    ピアノ／山神 壮平 

■プログラム 

    J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 1 番 ト長調 BWV1007 

    ベートーヴェン：チェロ・ソナタ 第 5 番 ニ長調 作品 102-2 

    コダーイ：チェロとピアノのためのソナチナ、無伴奏チェロ・ソナタ 作品 8 

■料金 全席指定 一般 2,000 円 U25 500 円（1997 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／2 月 11 日（土・祝）14:45 開場 15:30 開演（16:30 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／2 月 18 日（土）13:30 開場 14:00 開演 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

ゲルゲイ・デヴィッチ 山神 壮平 

松居 直美 
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第 25 回リスト音楽院セミナー 
「リスト音楽院セミナー」は、札幌コンサートホールが 1997 年に開館して以来、毎年開催しているセミナ

ーです。ハンガリーの名門、リスト音楽院教授による熱心な指導が受けられる貴重な場として、多くの若いアー

ティストが受講しています。セミナーにはレッスンの他、演奏家としても世界で活躍する教授による「講師によ

る特別コンサート」や「歴代最優秀受講生によるランチタイムコンサート」、「特別レクチャー&公開レッスン」、

優秀受講生が出演する「受講生コンサート」が含まれ、受講生は自由に聴くことができます。また、最優秀受講

生にはブダペスト・スプリング・フェスティバル等に出演する資格が与えられます。 

 

今回は 25 回目の開催で、札幌に講師を招いての開催は 3 年ぶりです。以下のコンサート、レクチャー・レッ

スンは、一般の方もご入場いただけます。 

 

 

〈Kitara ワールドソリストシリーズ〉講師による特別コンサート 

ミクローシュ・ペレーニ＆イシュトヴァーン・ラントシュ 
リスト音楽院で長く指導してきた巨匠二人の演奏をKitaraで聴くことができる貴重な機会をお聴き逃しなく。 

 

 

 

■出演 チェロ／ミクローシュ・ペレーニ 

    ピアノ／イシュトヴァーン・ラントシュ 

■プログラム 

    J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 4 番 変ホ長調 BWV1010 

    ショパン：夜想曲 第 2 番 変ホ長調 

作品 9-2（チェロ＆ピアノ） ほか 

■料金 全席指定（税込） 

    一般 4,500 円 U25 2,000 円（1997 年以降にお生まれの小学生以上の方） 

 

 

歴代最優秀受講生によるランチタイムコンサート 
リスト音楽院留学生活などのお話と共に、演奏も楽しめる 45 分間の気軽なコンサート。 

 

 

 

■出演 ピアノ・お話／水野 魁政（第 23 回リスト音楽院セミナー最優秀受講生） 

    お話／ガーボル・ファルカシュ 

■プログラム 

    ショパン：24 の前奏曲 作品 28 より 第 1 番～第 12 番 

    コダーイ：マロシュセーク舞曲 

■料金 全席指定（税込）500 円 

 

  

日時／2 月 22 日（水）18:30 開場 19:00 開演 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

イシュトヴァーン・ 

ラントシュ 

日時／2 月 23 日（木・祝）11:45 開場 12:15 開演（13:00 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 

 

ミクローシュ・ペレーニ 

水野 魁政 ガーボル・ 

ファルカシュ 
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〈札幌大谷大学・Kitara 連携事業〉 

特別レクチャー＆公開レッスン 
レクチャーに定評がある、リスト音楽院セミナー講師 バラージュ・レーティによるレクチャーとレッスンを

一般公開します。 

 

 

 

■出演 講師／バラージュ・レーティ（ピアノ） 

■プログラム 

   【レクチャーテーマ】バルトーク～ミクロコスモス 

【公開レッスン】 

受講生／荻原 るうか（札幌大谷大学 3 年） 

受講曲／リスト：超絶技巧練習曲集 S.139 より 第 11 番 変ニ長調「夕べの調べ」 

 

受講生／遠山 寧音（北海道教育大学岩見沢校 4 年） 

受講曲／バルトーク：戸外にて Sz.81 

■料金 全席指定（税込） 

一般 1,000 円 

U25 500 円（1997 年以降にお生まれの小学生以上の方） 

 

 

受講生コンサート 
今回のセミナーで優秀受講生に推薦された受講生の演奏が聴けるコンサート。前回最優秀受講生の古川 佳奈

もゲストとして出演します。 

 

 

 

■出演 第 25 回リスト音楽院セミナー優秀受講生 6～8 名（2/25（土）に KitaraHP で発表） 

    ゲスト／古川 佳奈（ピアノ、第 24 回リスト音楽院セミナー最優秀受講生） 

■プログラム 

    シューマン：クライスレリアーナ 作品 16 ほか 

■料金 全席指定（税込）500 円 

 

 

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 本田、河原、勝本 

                    管理課 大石（Kitara ライトアッププログラム NORTH POLE） 

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

Kitara HP▼ 

日時／2 月 25 日（土）10:00 開場 10:30 開講（13:00 終了予定） 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

日時／2 月 26 日（日）15:00 開場 15:30 開演 

会場／札幌コンサートホール Kitara 小ホール 

 

古川 佳奈 
©Naoya Yamaguchi 

荻原 るうか 遠山 寧音 

バラージュ・レーティ 


