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KitaraNEWSにはAR機能がついています。ARアプリ「COCOAR2」をダウンロードし、パンダマークのあるページ全体をスキャンすると
札幌コンサートホール主催公演についての紹介動画や音楽を視聴することができます。

スペシャルコンテンツを視聴しよう♪♪

無料アプリダウンロードSTEP① STEP②　 STEP③　　
「COCOAR2」検索 「COCOAR2」

アプリ起動 該当ページ全体をスキャン ※Wi-Fiなど、通信環境が必要です。ご使用端末の
機種・バージョン等によってはご覧いただけな
い場合がございます。 

※動画再生の際には音量にご注意ください。ま
た、周囲の方のご迷惑にならないようご利用く
ださい。

再 生 期 間 2018年11月20日～2019年1月末日まで
表　　　　　紙

12 -1月号のスペシャルコンテンツ！！

協賛：

Sat1/12
Sun1/20

12/11
Tue

春をいろどる和楽器の調べ

Sat12/22 Sun12/23

のニューイヤー

クリスマスオルガン
コンサート

沼尻  竜典 砂川  涼子 笛田  博昭 はなわちえ 里  アンナ 山田  路子

©Julian-Hargreaves
ダニエル・ハーディング

©Felix Broedeイザベル・ファウスト

©Nicolas Lo Calzoパリ管弦楽団 ©Mieko Urisaka井上  道義 ©K.miura山根  一仁 シモン・ボレノ

ダニエル・ハーディング指揮
パリ管弦楽団

事業協賛：

2019 2019
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のニューイヤー 〈           ランチタイムコンサートⅢ〉

クリスマスオルガンコンサート

2019年1月12日（土）「　　　　のニューイヤー」公演に関する特別動画を
ご覧いただけます！ぜひお見逃しなく♪

沼尻  竜典
砂川  涼子

笛田  博昭
はなわちえ

里  アンナ
山田  路子

©Julian-Hargreaves

ダニエル・ハーディング

©Felix Broede
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©Nicolas Lo Calzo
パリ管弦楽団

©Mieko Urisaka
井上  道義

©K.miura
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©tekoaphotos
シモン・ボレノ

〈           ワールドオーケストラシリーズ〉ダニエル・ハーディング指揮パリ管弦楽団

事業協賛：

2019

2019

2018年12月22日（土）「　　　 のクリスマス」公演に関する特別動画を
ご覧いただけます！ぜひお見逃しなく♪

のクリスマス

〈           ランチタイムコンサートⅢ〉

〈           ワールドオーケストラシリーズ〉



札幌コンサートホール主催公演 ■チケットのお問合せ　Kitaraチケットセンター 1011- 520-1234
■公演詳細情報　Kitaraホームページ http://www.kitara-sapporo.or.jpT O P I C S

ベルチャ弦楽四重奏団
©Marco Borggreve

ワールドオーケストラシリーズ〉〈

大ホール

発売中発売中
12.11［火］

■出　　  演

■プログラム

指揮／ダニエル・ハーディング
ヴァイオリン／イザベル・ファウスト
管弦楽／パリ管弦楽団
ベルリオーズ：歌劇「トロイアの人々」より 「王の狩りと嵐」
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68「田園」

開場18：15  開演19：00

ダニエル・ハーディング
©Julian-Hargreaves

パリ管弦楽団 ©William Beaucardet

ダニエル・ハーディング指揮
パリ管弦楽団

イザベル・ファウスト
©Felix Broede

フランス最高峰にして世界屈指の
オーケストラ、パリ管弦楽団が待望
の札幌公演！歴代の名指揮者から
遺志を継ぎ、2016年からパリ管
弦楽団の音楽監督として君臨する
ダニエル・ハーディングと、優れた
洞察力で表現豊かな音楽を生み出
し聴衆を魅了し続けるイザベル・
ファウスト。彼らが引き起こす熱狂
の渦に、誰もが虜になること必至で
す。記憶に残る名演にどうぞご期待
ください。

発売中発売中

12.22［土］
のクリスマス 

開場14：15 開演15：00

今年の「Kitaraのクリスマス」は、「クリスマスへのセレ
ナーデ」をテーマに、井上マエストロが楽しい音楽の贈り
物をお届けします。札幌出身のヴァイオリニスト、山根 一
仁をソリストに迎えるほか、「ダンソン 第2番」では
タンゴの踊りが彩りを添えます。いつもとは一味ちがった
「Kitaraのクリスマス」を楽しめること間違いなしです。

指揮／井上 道義　ヴァイオリン／山根 一仁
タンゴ／山尾 洋史、山尾 恭子
管弦楽／札幌交響楽団
マルケス：ダンソン 第2番　バーンスタイン：セレナード
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル　他

■出　　  演

■プログラム

井上 道義
©Mieko Urisaka

山尾 洋史、山尾 恭子山根 一仁 ©K.Miura 札幌交響楽団（平成28年度の公演より）

室内楽シリーズ〉〈

ベルチャ弦楽四重奏団
今、若手にして、世界のトップに立つ弦楽四重奏団が
ついにKitara初登場！母国が異なる4人が奏でる
アンサンブルは、伝統的な形式に捉われない自由な
発想のもと、エレガントで多様性に満ちた表現を生み
出し人々を魅了します。勢いを増し続ける彼らの演奏
をどうぞお聴き逃しなく！

小ホール

発売中発売中
2019.1.27［日］

■出　　  演

■プログラム

弦楽四重奏／ベルチャ弦楽四重奏団
ヴァイオリン／コリーナ・ベルチャ、アクセル・シャハー
ヴィオラ／クシシュトフ・ホジェルスキー
チェロ／アントワーヌ・レデルラン

モーツァルト：弦楽四重奏曲 第22番 変ロ長調
「プロシャ王 第2番」K.589

バルトーク：弦楽四重奏曲 第6番 BB119 Sz114
メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲 第6番 ヘ短調 作品80

開場13：30
開演14：00

はなわちえ 山田 路子

里 アンナ

ランチタイムコンサートⅢ〉〈

春をいろどる和楽器の調べ
邦楽の繊細かつ力強い音色を、聞きなじみ
のある音楽で味わえるランチタイムコン
サート。女性和楽器アンサンブル「才色兼美」
が、民謡や新春にふさわしい名曲を鮮やかに
奏でます。大河ドラマ「西郷どん」のメイン
テーマを唄う、里 アンナも出演！

小ホール

発売中発売中

2019.1.20［日］

■出　　  演

■プログラム

和楽器アンサンブル／才色兼美
津軽三味線／はなわちえ
篠笛・能管／山田 路子
奄美民謡・三線／里 アンナ
青森県民謡：津軽じょんがら節
奄美島唄：ワイド節　宮城 道雄：春の海　民謡メドレー
ハチャトゥリアン：剣の舞　他

開場12：30  開演13：00
〈14：00終演予定〉

沼尻 竜典

砂川 涼子

笛田 博昭

毎年、新年を華やかに彩る「Kitaraの
ニューイヤー」。今回は、びわ湖ホール
芸術監督・リューベック歌劇場客演指
揮者の沼尻 竜典が「イタリア」をテー
マに選んだ、新年にふさわしい名曲の
数々をご堪能ください。ソリストには、
オペラ歌手として第一線で活躍する
砂川 涼子（ソプラノ）と笛田 博昭（テ
ノール）を迎えて、豪華に新年を祝い
ます。

大ホール

発売中発売中
2019.1.12［土］

■出　　  演

■プログラム

指揮／沼尻 竜典
ソプラノ／砂川 涼子　テノール／笛田 博昭
管弦楽／札幌交響楽団
メンデルスゾーン：交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」作品90
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」 第1幕より
ヨハン・シュトラウス2世：ワルツ「美しく青きドナウ」作品314　他

開場14：15
開演15：00

のニューイヤー

大ホール

発売中発売中

12.23［日・祝］開場16：30  開演17：00
〈18：20終演予定〉

大ホール

発売中発売中クリスマス オルガンコンサート
クリスマスの季節にぴったりのオル
ガンと合唱のコンサート。オルガン
の荘厳な音色と合唱の澄んだハー
モニーが、ホールいっぱいに響きわ
たります。静かな冬の夕暮れを
Kitaraで過ごしてみませんか。 過去の公演の様子シモン・ボレノ

©tekoaphotos

■出　　  演

■プログラム

オルガン／シモン・ボレノ
（第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト）

指揮／大木 秀一
合唱／市立札幌旭丘高等学校合唱部、札幌山の手高等学校合唱部
［オルガン・ソロ］
　J.S.バッハ：トッカータ ヘ長調 BWV540/1　他
［合唱とオルガン］
　クリスマス・メドレー
　ラター：ア・クレア・ベネディクション　他

学生に限らずご購入いただけます（未就学児は除く）。ご購入、ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。U25 ●平成30年度開催公演／1993年以降にお生まれの方
●平成31年度開催公演／1994年以降にお生まれの方

Kitaraチケットセンター 年末年始休業のお知らせ 2018年12月29日(土)～2019年1月3日(木)は窓口・電話予約ともにお休みさせていただきます。

■出　　  演
■プログラム

ピアノ／北濱 佑麻、徳田 貴子
バーバー：思い出 作品28
グレンジャー：歌劇「ポーギーとベス」による幻想曲
ボルコム：「エデンの園」より 悪魔のキス
ラフマニノフ：交響的舞曲 作品45

アーティスト・サポートプログラムⅠ〉〈

2019.1.23［水］ 開場18：30 開演19：00

北濱 佑麻＆徳田 貴子
ピアノデュオ・コンサート
アメリカの風を感じて…

小学生の頃からお互いに切磋琢磨し、それぞれ技術を磨き上げ
てきた北海道出身のピアニストによるピアノデュオ・コンサート。
演奏される機会の少ないアメリカ人作曲家の作品にスポットライ
トを当て、「楽しさ」「郷愁」「熱気」に満ちたアメリカ音楽を皆さま
にご紹介します。

発売中発売中

小ホール

北濱 佑麻 徳田 貴子

このコーナーではKitaraチケットセンターで取り扱っているチケット情報を掲載します。
下記の公演については窓口販売・電話予約・Kitaraホームページからもご購入いただけます。

料金は、全て税込価格です。

PC版はこちら→http://www.kitara-sapporo.or.jp　 モバイルサイトはこちら→

チケットのご予約・お問い合わせは、         チケットセンターへ

【電話予約受付時間】10：00～18：00

◆ホール休館日は窓口・電話予約ともに営業いたしませんのでご了承ください。
◆Kitara Club会員の方はご購入方法など、別途ご案内しております。

TEL 011-520-1234
TICKETCENTER

※ご購入いただいたチケットの変更・キャンセルは一切お受けできません。
※学生券をご購入の方は、学生証の提示をお願いいたします。
※Kitaraチケットセンター以外のお取り扱いについては、各主催へお問い合せください。

【窓 口 営 業 時 間】10：00～17：30
※窓口は18：00以降に開演する公演がある日は19：00まで

チケットセンター
チケット購入時の留意事項

カコミの公演は　　　 主催のものです。
※　マークの公演には、小中高生等の割引があります。



※内容は11月10日現在の状況です。
※やむを得ない事情により、開演時間、出演者、
曲目等が変更になる場合がございます。予め
ご了承ください。

※一部の公演を除き未就学児童の入場はご遠慮ください。
※学生券をご購入の際は、学生証の提示をお願い
いたします。

※U25：H30年度開催公演は1993年以降、H31年度開
催公演は1994年以降にお生まれの方（未就学児を除
く）であれば学生に限らずご購入いただけます。ご購入、
ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。

※主催者様の希望により（関係者のみの公演がございます）、
（公演あり）と記載する場合があります。ご了承ください。

カコミの公演はKitara主催の
ものです。※託児サービスあり
（有料・予約制。見学ツアーは除く）
札幌シッターサービス2011-281-0511

印の公演チケットは、
Kitaraチケットセンターで
取り扱う予定のものです。

黒文字の公演名は大ホール、
色文字は小ホールが会場です。

大ホール

小ホール

Ticket
Center

料 金 は 全 て 税 込 価 格 で す。

カコミの公演は
協力事業のものです。

私たちは　　　　　を応援しています

㈱東洋実業
中央ビルメンテナンス㈱

㈱ベルックス
㈱ほくせん
三城美装㈱

シルバースポンサー

サントリー酒類㈱
フルテック㈱
㈱トーア

松田整形外科記念病院
医療法人こばやし歯科医院

法人ゴールド会員

公 演 の 詳 細 に つ い て は
各問合せ先にお願いします。
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公 演 の 詳 細 に つ い て は
各問合せ先にお願いします。
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メールマガジン配信中
ご登録はこちらから

https://www.e-get.jp/kitara/pt/

アイコン
説 明

内容
出演者
曲目
開演時間
料金
お問合せ先

j
j

j

j

j

j

je
a
b
c
d
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S U N M O N T U E W E D T H U F R I S AT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

a

b

c
d

ji

指揮／マックス・ポンマー
ピアノ／マルティン・シュタットフェルト
管弦楽／札幌交響楽団
メンデルスゾーン：交響曲 第5番 ニ短調 作品107「宗教改革」
J.S.バッハ：ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052
シューマン：交響曲 第3番 変ホ長調 作品97「ライン」
14:00
SS完売 S5,500円 A5,000円 B4,500円 
C3,000円 U25（B・C）1,500円
※スマイル自由席2,000円（当日販売限定）
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
ji

指揮／大木 秀一　ピアノ／片寄 ますみ
イヴォ・アントニーニ：ゼア ウィル カム ソフト レインズ
エリック・ウィテカー：スリー フラワーズ ソングス
19:00　d 全席自由　1,000円
千代谷2080-1890-4844

a

b
c
ji

箏／菅原 弘子、三浦 彰子、遊佐 加津代
尺八／遊座  芳山、増井 黎山、米田 統山
江戸 信吾：AKITA　菊重 精峰：夢絃’98　宮城 道雄：北海民謡調
12:30　d 全席自由　無料 
芳游会事務局2011-571-7134

札幌交響楽団
第614回 定期演奏会（昼公演）

Baum 第8回 定期演奏会

創明音楽会 芳游会 第31回 箏のしらべ

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／グレブ・二キティン（札幌大谷大学教授）
指揮／大隅 雅人（札幌大谷大学教授）
プーランク：グローリア
ドヴォルジャーク：交響曲 第8番 ト長調
13:30
全席自由　一般1,000円 高校生以下500円

（当日 一般1,500円 高校生以下1,000円）
札幌大谷大学芸術学部音楽学科2011-742-1575（直通）

a
b

c
d
ji

吹奏楽／情熱の赤いバラ吹奏楽団
福島 弘和：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～
樽屋 雅徳：マードックからの最後の手紙
17:30
全席自由　500円（当日 700円）
長谷川2080-3292-0204

札幌大谷大学芸術学部音楽学科
第13回 定期演奏会

情熱の赤いバラ吹奏楽団
～「今」を大切にする演奏会
　2nd stage～

Ticket
Center

Ticket
Center

a
c
d
ji

THE LEGEND
18:30
全席指定　8,000円
エーダッシュ2011-533-7711

THE LEGEND
クリスマス
スペシャルコンサート2018

Ticket
Center

a

c
ji

ヴァイオリン／高嶋 ちさ子
12人のヴァイオリニスト

ピアノ／村松 亜紀
15:00　d 全席指定　完売
オフィス・ワン2011-612-8696

a

b

c
d
ji

指揮／伊東 恵司（客演）、佐古 宜道
ピアノ／千葉 皓司
信長 貴富：帆を上げよ、高く　千原 英喜：おらしょ
三好 真亜沙：曲名未定（委嘱初演）
19:00
全席自由　一般1,000円 小中高生300円
どさんコラリアーズ     http://dsn-chora.com

高嶋 ちさ子
12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018
女神たちの華麗なる音楽会

どさんコラリアーズ
third concert

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮／名畑 壱志、中山 耕一、奥 聡
管弦楽／北海道大学交響楽団、北海道交響楽団、
　　　　川越 守メモリアルオーケストラ
川越 守：祝典序曲「エルムの鐘」、題名のない音楽、北海の幻想
シベリウス：交響詩「フィンランディア」　他
19:00　d 全席自由　1,000円 
清水（夜間のみ）2011-731-2854

a
b
c
d
ji

演奏／ブリティッシュ・ブラス札幌　指揮／菅原 克弘
キャンディード序曲、Mr.インクレディブル、ヴァイティー アエテルヌム
13:30
全席自由　一般800円 小中高生500円（当日 一般1,000円 小中高生700円）
浜坂2090-3772-7330

a
b

c
ji

指揮／深井 智耶
丸本 大悟：杜の鼓動ー街の灯ー　武藤 理恵：Paradiso
久保田 孝：序曲 第2番 ト短調
13:00　d 全席自由　500円 （当日 600円）※小学生以下無料
北海道大学チルコロ・マンドリニスティコ「アウロラ」 2011-747-3136（呼び出し）

北海道大学チルコロ・マンドリニスティコ
「アウロラ」 第95回 定期演奏会

川越 守 メモリアルコンサート ー肖像ー

ブリティッシュ・ブラス札幌 第14回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c

野谷 恵とピアノ講師を中心とする門下生
ラヴェル：水の戯れ　ショパン：バラード第3番、舟歌
ラフマニノフ：音の絵　他
19:15　d 全席自由　2,000円　ji   　  　　野谷2011-252-3393

野谷 恵と門下生によるピアノコンサート 音の輝き

a

b
c
d

ji

指揮／ダニエル・ハーディング
ヴァイオリン／イザベル・ファウスト
管弦楽／パリ管弦楽団
ベートヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61　他
19：00
S17,000円 A15,000円 B12,000円 C9,000円
D完売 U25 （B・C）3,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

ダニエル・ハーディング指揮 
パリ管弦楽団

Ticket
Center

〈           ワールドオーケストラシリーズ〉

a

b

c
d
ji

吹奏楽・弦楽・合唱／
　北海道教育大学岩見沢校芸術スポーツ文化学科
　　音楽文化専攻 学生 教員　他
ムソルグスキー：展覧会の絵
芥川 也寸志：弦楽のための三楽章
モーツァルト：戴冠ミサ　他
18:30
全席自由　1,000円
原田2080-6091-6013

平成30年度
北海道教育大学岩見沢校
芸術・スポーツ文化学科
音楽文化専攻 定期演奏会

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／大友 直人　ソプラノ／中江 早希
メゾソプラノ／金子 美香　テノール／山本 耕平
バリトン／与那城 敬
合唱／札響合唱団、札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団、
　　　札幌放送合唱団
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」
14:00
S6,500円 A5,500円 B4,500円 P2,000円
U25（A・B）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a

b

c
d
ji

ピアノ（第1・2・4部）／原口 美雪、前田 理絵、山口 朋子
フルート（第3部）／髙橋 公子の門下生
ドビュッシー：月の光　シベリウス：樅の木
ショパン：バラード3番　ノブロ：メロディー
10:40
全席自由　無料
山口2090-2695-5581

札響の第9 2018
（1日目）

第21回 Klar 発表会

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／大友 直人　ソプラノ／中江 早希
メゾソプラノ／金子 美香　テノール／山本 耕平
バリトン／与那城 敬
合唱／札響合唱団、札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団、
　　　札幌放送合唱団
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」
14:00
S6,500円 A5,500円 B4,500円 P2,000円
U25（A・B）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
ji

指揮／志水 幸
東海林 修：ディスコ・キッド
ジアッチーノ：Mr.インクレディブル
14:00　d 全席自由　無料
北海道医療大学吹奏楽団2080-8295-6432

札響の第9 2018
（2日目）

北海道医療大学吹奏楽団
第25回 定期演奏会

Ticket
Center

a

b
c
d

ji

指揮／井上 道義
ヴァイオリン／山根 一仁
タンゴ／山尾 洋史、山尾 恭子
管弦楽／札幌交響楽団
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル　他
15：00
S5,000円 A4,000円 B3,000円
U25（各席）1,500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

Ticket
Center

のクリスマス

a

b
c
d
ji

オルガン／シモン・ボレノ
（第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト）

指揮／大木 秀一
合唱／市立札幌旭丘高等学校合唱部、札幌山の手高等学校合唱部
クリスマス・メドレー　他
17：00
全席指定　一般2,000円 　小中高生500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a
b

c
d
ji

ブラスバンド／NEO Brass Band
S.スミス（編曲）：サンタクロース・トロフォビア
P.グライアム：シャイン・アズ・ザ・ライト
13:00
全席自由　無料
㈱テンフードサービス2011-784-9292

クリスマス
オルガンコンサート

NEO Brass Band
クリスマスコンサート in 札幌 2018

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／河井 裕司
吹奏楽／北海学園大学吹奏楽団
高昌帥：コリアン・ダンスより
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」
16:00
全席自由　700円（当日 900円）
田中2080-9320-7081

a

b

c
d

ji

指揮／高嶋 昌二（客演）、藤岡 直美
ピアノ／坂田  朋優
ウィスティリア アンサンブル
札幌市立栄町中学校合唱部（賛助出演）
相澤直人：知るや君　なかにしあかね：ひとつの時代
中島みゆき：ファイト！
13:30
一部指定 ［自由席］一般1,000円 小中高生800円 

（当日 一律1,200円）
茨戸2090-8426-4580

北海学園大学吹奏楽団
第27回 定期演奏会

ウィスティリアアンサンブル 
14th Concert

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／横山 奏、米谷 久男
吹奏楽／北海道ディレクターズバンド
メリロ：ゴッドスピード！
ハチャトゥリアン：組曲「ガイーヌ」より
ヒンデミット：ウェーバーの主題による交響的変容　他
18:30
全席自由　一般1,000円 小中高生700円

（当日 一般1,300円 小中高生1,000円）
札幌稲雲高等学校・竹本2011-684-0034

北海道ディレクターズバンド 
第26回 定期演奏会

Ticket
Center

休館日

休館日

休館日

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

リハーサル リハーサル

リハーサル a

c
d
ji

歌唱／ASKA
指揮／藤原 いくろう
管弦楽／札幌交響楽団
19:00
全席指定　11,500円 
道新プレイガイド2011-241-3871

billboard classics
ASKA PREMIUM SYMPHONIC
CONCERT 2018
－THE PRIDE－

保守点検

リハーサル リハーサル リハーサル

a

c
d

ji

指揮／野村 聡
演奏／北海道大学交響楽団有志メンバー
14:00～15:30（予定）
無料
定員：1,000名
対象：2歳以上のお子様とその保護者
申込：事前応募制

往復ハガキに、1～3を記載の上、11月22日
（木）必着にて、管理課までお送りください。
1　参加者全員の氏名・年齢
2　代表者の氏名・住所・電話番号
3　歩行・視覚障害などの有無
※返信ハガキの返信面には、申込者の住所・
氏名（返信先情報）を記載してください。

札幌コンサートホール管理課2011-520-2000

クリスマスオーケストラ教室
a
b
c
d
ji

未定
未定
18:00
全席指定　無料（事前募集予定）
北海道150年事業実行委員会2011-204-5995

a

b

c
ji

ピアノ／斉藤 香苗、伊藤 麻里依、長名 美穂、
山口 朋子、日向 加代子、佐々木 信江
中川 麻衣子、菊地 志野門下生

ショパン：バラード、プレリュード
J.S.バッハ：平均律　リスト：タランテラ
ラヴェル：水の戯れ
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番
モーツァルト：ピアノ協奏曲
チャイコフスキー：くるみ割り人形（2台8手）
11:00 　d 全席自由　無料（要事前連絡）
伊藤2090-9759-5715

北海道150年音楽祭

第29回 
ブリランテ ジュニアコンサート

c
d
ji

未定
全席自由　無料
グレンツェンピアノ研究会20995-22-4158

第28回 
グレンツェンピアノコンクール
札幌本選

リハーサル

a

b

c
d
ji

クラリネット／高橋 良輔
ピアノ／高田 穂香
ウェーバー：協奏的大二重奏曲 変ホ長調 作品48
ゴーベール：幻想曲
ホロヴィッツ：ソナチネ　他
19:00
全席自由　2,500円
公益社団法人日本演奏連盟203-3539-5131

新進演奏家育成プロジェクト
リサイタルシリーズSAPPORO15
高橋 良輔 クラリネットリサイタル

Ticket
Center

（関係者のみの公演がございます）

（関係者のみの公演がございます）

（関係者のみの公演がございます）

（関係者のみの公演がございます）

保守点検
保守点検

HP

Ticket
Center

保守点検

オルガンワークショップ
「ひろがる！つたわる！オルガンのひびき」

参加者募集

　ギャラリー
会場 Kitaraギャラリー（大ホール ホワイエ）

時間 大ホール公演開催日の開場～休憩終了後まで
料金 入場無料（※大ホール公演のチケットが必要です）

毎年ご好評いただい
ている「札響歴史展」
の第3弾！今年は、
ペーター・シュヴァル
ツ～岩城宏之時代を
中心に札響がこれま
で歩んだ軌跡をパネ
ル写真や資料などで
ご紹介します。

〈札幌交響楽団・札幌コンサートホール連携事業〉
札幌交響楽団ものがたり～飛躍から発展へ

期間／11月3日（土）～2019年2月3日（日）

昨年の展示から

平成31年度　　　　 アーティスト・サポートプログラム 企画募集

アーティスト・サポートプログラム

札幌コンサートホールでは、札幌で活躍する音楽家による優れたコンサート企画を支援する「Kitaraアーティ
スト・サポートプログラム」を実施しています。採用企画については、広報及び経費の一部を札幌コンサート
ホールがサポートします。平成30年度採用の企画からサポート内容を一部リニューアルし、よりご利用いただ
きやすくなりました。詳しくは札幌コンサートホールホームページをご覧ください。意欲的な企画をお待ちして
おります。■日時：2019年1月14日（月・祝）

　　　　10：30開始　12：15終了予定
■場所：札幌コンサートホール 大ホール、大リハーサル室
■対象：小学1～4年生（定員20名）
■出演：オルガン／吉村 怜子　ナビゲーター／山田 美穂
■料金：500円（保護者見学無料）
■申込方法：往復はがきでの申込

11月12日（月）～12月14日（金）消印有効
※詳細は札幌コンサートホールホームページ
をご覧ください。

■お問い合わせ：
　札幌コンサートホール 事業課事業係2011-520-2000（代）

オルガンの響きを感じながら自由に音楽を楽しむ、子
ども向けワークショップです。現在参加者を募集して
おります。皆様のご応募をお待ちしております。

■開催日
　・平成32（2020）年1月30日（木）
　・平成32（2020）年3月12日（木）
　上記いずれかの日程に開催できる企画を募集します。
■会場／札幌コンサートホール 小ホール
■応募締切
　平成31（2019）年1月25日（金）必着
■問合せ
　札幌コンサートホール事業課事業係2011-520-2000（代）

札幌コンサートホールKitaraでは、安心・安全なホール
運営を目指して、コンサート中の火災を想定した防災訓
練を行いますので、参加希望の方は下記の要領でご応
募ください。
■日時／2019年1月19日（土）
　　　　開場12：30　開演13：00
　　　　終演14：15（予定）
■会場／札幌コンサートホール　大ホール
■演奏／札幌市消防音楽隊
■申込方法／事前応募制
　往復ハガキに1～3を記載のうえ、12月19日（水）
　必着にて管理課までお送りください。
　　1　参加者全員の氏名、年齢
　　2　代表者の氏名・住所・電話番号
　　3　歩行困難・視覚障害などの有無
※往復ハガキの返信面には、申込者の住所・氏名（返信
先情報）を記載してください。

■問合せ／札幌コンサートホール管理課
2011-520-2000（代）

演奏付き防災訓練
参加者募集のお知らせ 第22回リスト音楽院セミナー

ハンガリーのリスト音楽院から教授を招き、レッスン・
レクチャーやコンサートを行う「リスト音楽院セミ
ナー」を開催します。ご参加希望の方は配布中の要
項をご覧のうえ、お申し込みください。

■期間：2019年2月20日（水）～24日（日）
■場所：札幌コンサートホール
■コース：ピアノコース、チェロコース
■講師：ピアノ／シャーンドル・ファルヴァイ

イシュトヴァーン・ラントシュ
ガーボル・ファルカシュ

チェロ／ミクローシュ・ペレーニ
■申込締切：2018年12月1日（土）

各日、1日聴講券も販売します。
■料金：一般 3,000～4,000円 U25 1,000円
■お問い合わせ：札幌コンサートホール 事業課事業係

2011-520-2000（代）
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1
料 金 は 全 て 税 込 価 格 で す。

公 演 の 詳 細 に つ い て は
各問合せ先にお願いします。

私たちは　　　　　を応援しています

※内容は11月10日現在の状況です。
※やむを得ない事情により、開演時間、出演者、
曲目等が変更になる場合がございます。予め
ご了承ください。

※一部の公演を除き未就学児童の入場はご遠慮ください。
※学生券をご購入の際は、学生証の提示をお願い
いたします。

※U25：H30年度開催公演は1993年以降、H31年度開
催公演は1994年以降にお生まれの方（未就学児を除
く）であれば学生に限らずご購入いただけます。ご購入、
ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。

※主催者様の希望により（関係者のみの公演がございます）、
（公演あり）と記載する場合があります。ご了承ください。

北海道土質コンサルタント㈱／
岩橋印刷㈱／三城美装㈱／
大和交通㈱／セコム㈱／
㈱北海道共立／双豊電気㈱／
北海道テレビ放送㈱／北海電気工事㈱／
㈱北海道ジーエス・ユアサ サービス／
札幌中島ライオンズクラブ／モリミツ㈱／
サントリーパブリシティサービス㈱／
㈱竹中工務店 北海道支店／
㈱田中組／札幌通運㈱／
三精テクノロジーズ㈱ 札幌営業所／
税理士法人 札幌中央会計／㈱映音／
㈱近藤商会／
㈱ヤマハミュージックリテイリング 札幌店／
札幌テーケーシー㈱／札幌大同印刷㈱／
学校法人 浅井学園／
㈱福本商店／㈱キタデン／中西印刷㈱／
札幌施設管理㈱／ホームテック㈱／
㈱ビーゴーイング／㈱エルム楽器／
㈱福山倉庫／㈱道新サービスセンター／
㈱テレビ北海道／アビックラボ㈱／
㈱ドーコン／
㈱河合楽器製作所 北海道支店／
㈲すずらん乗馬クラブ／㈱アウラ
㈱朝日サービス

「999人の第九」の会／㈱近宣 札幌支社
医療法人社団 ひとみ会 回明堂眼科・歯科
㈱吉プロ／㈱シーズ・ラボ
関口・鷲見法律事務所
三菱電機ビルテクノサービス㈱ 北海道支社
公益財団法人 札幌交響楽団
学校法人 電子開発学園
㈱ドゥオフィスインセプション
ホテル ノースシティ
北星学園女子高等学校 音楽科

次号KitaraNEWS2.3月号は
1月25日頃発行予定です。
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

a

b

c
d

ji

指揮／林 正樹　クラリネット（独奏）／大久保 陽子
管弦楽／カンマーフィルハーモニー札幌
モーツァルト：交響曲 第35番「ハフナー」

クラリネット協奏曲 イ長調
セレナード 第6番 「セレナータ・ノットゥルナ」　他

19:00
全席自由　一般3,500円 U25 1,000円 

(当日 一般4,000円 U25 1,000円）
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

カンマーフィルハーモニー札幌
第7回 演奏会

Ticket
Center

a

b
c
d

ji

指揮／沼尻 竜典　ソプラノ／砂川 涼子
テノール／笛田 博昭　管弦楽／札幌交響楽団
ヨハン・シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314　他
15：00
S5,000円 A4,000円 B3,000円
U25（各席）1,500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

b

c
d

ji

ヴィオラ／今井 信子、廣狩 亮、須田 祥子、大島 亮　他
ヴァイオリン／島田 真千子　ピアノ／草 冬香
クルークハルト：葦の歌 作品28
ピアソラ：ブエノスアイレスの春
プロコフィエフ：ロメオとジュリエット　他
13:30
全席自由　一般2,500円（当日3,000円）

小中高生500円
ヴィオラマスタークラス実行委員会20134-54-4174

ゆらぎの里ヴィオラマスタークラス
ニューイヤーコンサート2019 in 札幌

Ticket
Center

Ticket
Center

のニューイヤー

a

b
c
d
ji

和楽器アンサンブル／才色兼美
津軽三味線／はなわちえ
篠笛・能管／山田 路子
奄美民謡・三線／里 アンナ

青森県民謡：津軽じょんがら節　他
13：00（14：00終演予定）
一般2,000円 U25 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

春をいろどる和楽器の調べ Ticket
Center

〈           ランチタイムコンサートⅢ〉

a
b
c
d

ji

ピアノ／北濱 佑麻、徳田 貴子
ラフマニノフ：交響的舞曲 作品45　他
19：00
全席自由　一般2,000円 高校生以下1,000円

※未就学児入場可、要入場券
北濱2080-6081-1941

北濱 佑麻＆徳田 貴子
ピアノデュオ・コンサート
アメリカの風を感じて…

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／マティアス・バーメルト（札幌交響楽団首席指揮者）
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：セレナーデ 第6番 ニ長調 K.239

「セレナータ・ノットゥルナ」
マルタン：7つの管弦楽とティンパニ、打楽器、弦楽のための協奏曲
ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 作品73
19:00
SS6,500円 S5,500円 A5,000円 B4,500円 
C3,000円 U25（B・C）1,500円
※スマイル自由席 2,000円（当日販売限定）
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
d
ji

フルート／井畑 志保　ピアノ／谷敷 さなえ
ゴーベール：バラード　ヴィドール：組曲 作品34
プロコフィエフ：フルートソナタ ニ長調 作品94　他
19:00
全席自由　2,500円
公益社団法人 日本演奏連盟203-3539-5131

札幌交響楽団
第615回 定期演奏会（夜公演）

新進演奏家育成プロジェクト
リサイタル・シリーズ SAPPORO16
井畑 志保フルートリサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／マティアス・バーメルト（札幌交響楽団首席指揮者）
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：セレナーデ 第6番 ニ長調 K.239

「セレナータ・ノットゥルナ」
マルタン：7つの管弦楽とティンパニ、打楽器、弦楽のための協奏曲
ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 作品73
14:00
SS完売 S5,500円 A5,000円 B4,500円 
C3,000円 U25（B・C）1,500円
※スマイル自由席 2,000円（当日販売限定）
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

札幌交響楽団
第615回 定期演奏会（昼公演）

Ticket
Center

a
c
d
ji

子どもから大人の音楽学習者、愛好家
10:30
全席自由　1,000円
NPO法人 北海道音楽文化アカデミー2080-4509-3048

a
b

c
d
ji

弦楽四重奏／ベルチャ弦楽四重奏団
モーツァルト：弦楽四重奏曲 第22番 変ロ長調

「プロシャ王 第2番」K.589
メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲 第6番 ヘ短調 作品80　他
14：00
全席指定　一般4,000円 U25 2,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

第12回 ほっかいどう
ミュージックフェスティバル

ベルチャ弦楽四重奏団 Ticket
Center

Ticket
Center

〈           室内楽シリーズ〉

休館日 休館日 休館日 休館日 休館日

リハーサル

a

b

c
d

ji

ピアノ／影山 裕子
ヴァイオリン／田島 高宏、飯村 真理
ヴィオラ／青木 晃一　チェロ／猿渡 輔
シューマン：ピアノ 五重奏曲 変ホ長調

ヴァイオリン・ソナタ 第1番 イ短調
3つのロマンス

19:00
全席自由　一般3,000円 学生1,000円

（当日 一般3,500円 学生1,500円）
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

影山 裕子プロデュース シューマンシリーズ 
第3回 シューマニア
「弦とピアノが織りなすシューマンの音世界
～田島 高宏氏と仲間たちとともに～」

Ticket
Center

リハーサル リハーサル

a

b

c
d

ji

演奏／第11旅団 第11音楽隊
　　　石村 俊之
レスピーギ：ローマの祭り
グラズノフ：サクソフォン協奏曲
13:30
全席指定　無料（事前応募制）
※往復はがきによる申し込み
お申し込み多数の場合は抽選となります。
締切：11/23（金）消印有効
陸上自衛隊第11旅団司令部総務課広報室2011-581-3191

陸上自衛隊第11旅団
第44回 定期演奏会

a

c
d

ji

オルガン／吉村 怜子
ナビゲーター／山田 美穂
場所：大ホール　他
10：30（12：15終了予定）
※事前申込制（詳細は札幌コンサートホール
　ホームページをご覧ください。）
札幌コンサートホール事業課事業係2011-520-2000

ひろがる！つたわる！
オルガンのひびき

a

b

c
d
ji

指揮／アレクサンダー・ジョエル
ソプラノ／アナ・マリア・ラビン
テノール／トーマス・ブロンデル
バレエ／バレエ・アンサンブルSVOウィーン
管弦楽／ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
オッフェンバック：オペレッタ「天国と地獄」序曲
レハール：オペレッタ「メリー・ウィドウ」より

「ときめく心に唇は黙し」
シュトラウス2世：ワルツ「美しく青きドナウ」　他
19:00
S11,000円 A9,000円 B7,000円 C5,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

キユーピー100周年スペシャル
ニューイヤー・コンサート2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

Ticket
Center

休館日

a
c
d

ji

札幌市消防音楽隊
13：00 （14：15終演予定）
無料
申込方法　事前応募制／往復ハガキに1～3を記載のうえ、12月19日（水）

必着にて管理課までお送りください。
1　参加者全員の氏名、年齢
2　代表者の氏名・住所・電話番号
3　歩行困難・視覚障害などの有無

※往復ハガキの返信面には、申込者の住所・氏名
（返信先情報）を記載してください。

札幌コンサートホール管理課2011-520-2000（代）

演奏付き防災訓練

保守点検

舞台点検

リハーサル

a
b

c
d
ji

アンサンブルグループ奏楽メンバー　他
クラシック、映画音楽、POPS等
ジャンルを超えてお贈りします。
19:00
全席自由　一般4,000円 U25 2,000円
コンサート事務局2090-1528-8707

New Year Music gift 2019
SORA with HOKKAIDO

リハーサル リハーサル

（関係者のみの公演がございます）

〈           アーティスト・サポートプログラムⅠ〉

a

b
c
d

ji

吹奏楽／札幌市消防音楽隊　指揮／菅原 克弘
アンサンブルグループ奏楽（客演）
和泉 宏隆：オーメンズ・オブ・ラヴ　ガーランド：イン・ザ・ムード　ボンファ：黒いオルフェ
18:00
全席指定　無料
事前応募制（申込締切11月30日（金）当日消印有効）
往復ハガキに住所、氏名、電話番号、希望日（1/19・20の2日間公演のため
どちらかを記載）、希望人数（4人まで）、車椅子使用の有無を明記し、札幌市
消防学校（〒063-0850西区八軒10条西13丁目）宛に郵送して下さい。
札幌市コールセンター2011-222-4894

札幌市消防音楽隊
50thアニバーサリーコンサート（1日目）

a

b
c
d

ji

吹奏楽／札幌市消防音楽隊　指揮／菅原 克弘
アンサンブルグループ奏楽（客演）
和泉 宏隆：オーメンズ・オブ・ラヴ　ガーランド：イン・ザ・ムード　ボンファ：黒いオルフェ
14:00
全席指定　無料
事前応募制（申込締切11月30日（金）当日消印有効）
往復ハガキに住所、氏名、電話番号、希望日（1/19・20の2日間公演のため
どちらかを記載）、希望人数（4人まで）、車椅子使用の有無を明記し、札幌市
消防学校（〒063-0850西区八軒10条西13丁目）宛に郵送して下さい。
札幌市コールセンター2011-222-4894

札幌市消防音楽隊
50thアニバーサリーコンサート（2日目）

ハンガリーの俊英たち
フュロップ・ラーンキ
ピアノリサイタル

■日時　2019年2月15日（金）
18：30開場　19：00開演
（20：20終演予定）

■料金　全席指定　一般2,000円 U25 500円
■出演　ピアノ／フュロップ・ラーンキ
■プログラム　リスト：超絶技巧練習曲集（全曲）

父 デジュー・ラーンキの感性を受け継ぎ、純粋かつ繊細
な表現で注目を集める若きピアニスト

毎年大好評のKitaraオリジナル福袋を数量限定で
2019年も販売いたします。Kitara主催公演のチケッ
トやアルザスワイン、音
楽関連のグッズ等が
入って税込5,000円
（内容は最大18,000
円相当）です。大変お得
な福袋ですのでどうぞ
お早めにお買い求めく
ださい。フュロップ・ラーンキ

＠Várhelyi Klára

福袋
2019年1月4日（金）より

Kitaraショップ店頭にて販売予定

数量限定・売切れ次第終了



■地下鉄南北線「中島公園駅」
　　3番出口から徒歩約7分
■地下鉄南北線「幌平橋駅」
　　1番出口から徒歩約7分
■市電「中島公園通」下車 
　　徒歩約4分
駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

11
月 

編
集
・
発
行 

札
幌
コン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

「COCOAR2」アプリで座席表全体を
スキャンしていただくと座席表を拡大
して見ることができます。

2,008席
アリーナ型

ヴィンヤード形式

453席
シューボックス型

L扉 R扉

CB1 CB2

LA-1扉

LA-2扉

LB扉

LC扉 RC扉RC扉

RB扉

RA-1扉

RA-2扉

P-1扉P-1扉 P-2扉P-2扉

1扉 2扉 3扉 4扉

Vol.133

⬆すすきの

〈南9条通り〉

〈行啓通り〉

●地下鉄南北線
　中島公園駅3番出口

❸

北海道立
文学館

レナード・
バーンスタイン像

豊平館
●

鴨々川
S

S❶

●市
電 

中
島
公
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●地下鉄南北線
　幌平橋駅1番出口

正面入口

札幌コンサートホール

N

●
●

COCOAR2

■問合せ：KitaraClub事務局
2（011）520-2580（10:00～18:00）

KitaraClub　入会 検 索

会員募集中

10月～翌年3月にご入会の場合、後期入会
特典として、初年度の年会費が半額にな
ります。チケットの先行・割引販売、会員限
定イベントへの参加など、お得な特典が
多数ございます。皆様のご入会をお待ち
しております。

ご入金確認後から翌年3月31日まで
（毎年4月更新）

会員期間

特典内容

会員種別 個  人 家  族 ゴールド

通常

入会金

3,000円 5,000円

500円

30,000円

後期入会 1,500円 2,500円

年
会
費

チケット
割引

チケット
先行販売

公演情報の
お知らせ

提携
サービス


