P-1扉

P-2扉

「COCOAR」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

12 - 1

SAPPORO CONCERT HALL Kitara
PERFORMANCE CALENDAR
DECEMBER
JANUARY

会員募集中
RA-2扉

LA-2扉

2021

チケット割引＆先行販売
札 幌コンサートホール 主 催 公 演チケットが
お得な値段で購入できます！
さらに、一般発売より一足早くご購入可能

2022

公演情報のお知らせ
LA-1扉

コンサートスケジュールや会員限定情報をお届け

RA-1扉

会員種別
年会費

個 人

家 族

ゴールド

通常

3,000円

5,000円

30,000円

後期
入会

1,500円

2,500円

入会金
会員期間

500円

ご入金確認後から
翌年3月末迄（毎年4月更新）

問合せ：
事務局
TEL（ 011）520-1234（10:00～18:00、休館日除く）
KitaraClub

検索

入会

公式アプリ
LB扉

RB扉

LC扉

RC扉

CB1

に関する最新情報や、
お得な特典を無料でお楽しみ
いただけるアプリです。ぜひ、インストール
の上、ご利用ください！

CB2

453席

シューボックス型

▶ TOPICS
N

⬆すすきの

●地下鉄南北線
中島公園駅3番出口

〈南9条通り〉

❸

鴨々川

●
市電 中島公園通

正面入口

●

レナード・
バーンスタイン像

S

■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。

▶ 12 -1月の公演カレンダー

11

月 編集・発行 札幌コンサートホール

3扉

アーティスト・サポートプログラムⅡ〉

▶チケット発売情報
Vol.149

❶
●地下鉄南北線
幌平橋駅1番出口

2扉

三勇士のきがるにクラシック

…〈第24回 リスト音楽院セミナー〉講師による特別コンサート
ガーボル・ファルカシュ ピアノリサイタル

北海道立
文学館

●

〈行啓通り〉

4扉

ランチタイムコンサート〉金子

2 人が最後に愛したクラリネット五重奏曲～モーツァルトとブラームス～

札幌コンサートホール

1扉

…〈
…〈

●

R扉

ランチタイムコンサート〉筑前琵琶で言祝ぐはつ春

…オルガンウィンターコンサート

S

豊平館

L扉

…〈

札幌コンサートホール公演情報誌

T

ト ピ ッ ク ス

OPICS

発売中
以外の
発売日

1/15［土］
〈

札幌コンサートホール主催公演 発売情報ピックアップ
公演詳細情報

KitaraClub ゴールド会員先行発売 12/1 ㈬
KitaraClub 一般会員先行発売 12/2 ㈭
一般発売 12/4 ㈯

開場12：30 開演13：00
発売中
（14：00終演予定、休憩なし）

小ホール

筑前琵琶で言祝ぐはつ春
琵琶奏者として重要無形文化財
に
（人間国宝）

認定された法和院 奥村 旭翠による筑前琵

琶と語りで、華やかに新春をお祝いします。
また、初めて邦楽に触れる方にもわかりやす

法和院 奥村 旭翠

演 筑前琵琶／法和院 奥村 旭翠
（人間国宝）

な すの よ いち

大坪 草二郎作詞／初世 橘 旭宗作曲：茨木

3/14［月］

札幌では耳にする機会が少ない筑前琵琶に親しめるトーク付きコンサート。
公演チケット提示で館内レストランのお得な割引も！

開場14：45 開演15：30
発売中
（16：15終演予定、休憩なし）

大ホール

オルガンウィンターコンサート
毎年大好評、
専属オルガニストによるオルガン

ワンコインコンサート。プロカッチーニが思

い描く冬のシーンを、1つ1つの曲に乗せてお

贈りします。彼が得意とする即興演奏にもご
期待ください。

■出

ニコラ・プロカッチーニ

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）

金子 三勇士

出演者
メッセージは
こちら

公演日

公演名

2

HP▶ https://www.kitara-sapporo.or.jp
インターネットからもチケットをご購入いただけます。

前売
開始日

公演日

大

5（土）

全席指定 5,800円

公演名

24（木）〈第24回リスト音楽院セミナー〉
～
26（土） 一日聴講生

完売

2人が最後に愛したクラリネット五重奏曲
～モーツァルトとブラームス～

モーツァルトとブラームスの2人が最晩年に愛した楽器、ク
ラリネット。明るい調性で愛らしさのあるモーツァルトに対
して悲観的で劇的なブラームス。相対する五重奏曲でクラリ
ネットの深い魅力に誘います。

■出
演
クラリネット／白子 正樹（札幌交響楽団 クラリネット副首席奏者）
ヴァイオリン／桐原 宗生（札幌交響楽団 ヴァイオリン首席奏者）
岡部 亜希子（札幌交響楽団 ヴァイオリン奏者）
ヴィオラ／鈴木 勇人（札幌交響楽団 ヴィオラ奏者）
チェロ／小野木 遼（札幌交響楽団 チェロ奏者）
出演者
メッセージ
■プログラム
はこちら
モーツァルト：クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581
ブラームス：クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115

ロッシーニ／プロカッチーニ編曲：歌劇「セビーリャの理髪師」序曲

モーツァルト：自動オルガンのためのアダージョとアレグロ ヘ短調 K.594

プロカッチーニ：オスヴァルド・リチーニの絵画に基づく即興演奏 他
鈴木 勇人

小野木 遼
©Ayane Shindo

札響メンバーによるクラリネットを中心とした五重奏曲をぜひお聴き
ください。モーツァルトとブラームスの聴き比べも楽しいですよ！

公演情報は2021年11月現在のものです。内容等、変更になる場合がございますのでご了承ください。

料金（税込）

ホール

小

一般1,500円
U25 500円

前売
開始日

12/4

北海道公演
〈第24回リスト音楽院セミナー〉

27（日）
大

全席指定 500円

発売中

3

受講生コンサート

宮の森アルテ・ムジクス
第26回定期演奏会

小

〈Kitaraアーティスト・サポートプログラムⅡ〉

14（月） 2人が最後に愛したクラリネット五重奏曲

開場18：30 開演19：00
小ホール
（20：30終演予定）

岡部 亜希子

011- 520-1234
※17：00以降に開演する公演がある日は開演時間まで（最長19：00）

角野 隼斗 全国ツアー2022

13（日）

桐原 宗生

料金（税込）

ホール

チケットセンターへ

【窓 口 営 業 時 間】10：00 ～17：00（休館日除く）

2021年度開催公演／
1996年以降にお生まれの方 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。
2022年度開催公演／
1997年以降にお生まれの方

11（金・祝） オルガンウィンターコンサート

■プログラム

ワンコインで気軽にお楽しみいただけるオルガンコンサート！
心あたたまる響きで、札幌の冬を彩ります。

U25

アンコール曲
募集は
こちら

アーティスト・サポートプログラムⅡ〉

白子 正樹

TEL

※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。

小

全席指定 500円

全席自由 一般3,000円
学生1,000円

～モーツァルトとブラームス～
小

全席自由 1,200円

12/1

〈Kitara・アクロス福岡連携事業〉

17（木） 安永 徹＆市野 あゆみ

小

全席指定 一般4,500円
U25 1,000円

～札響・九響の室内楽【延期公演】
〈第24回リスト音楽院セミナー〉

23（水・祝） 講師による特別コンサート

〈

チケットのご予約・お問い合わせは、

【電話予約受付時間】10：00 ～18：00

マークの公演には、小中高生等の割引があります。
※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。

©Ayako Yamamoto
■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 他

デビューから 10 年、世界に羽ば
たく若き俊英が奏でる音色をお聴
き逃しなく。当日のアンコール曲
を12/3（金）まで募集中。
公演チケット提示で館内レストラン
のお得な割引も！

主催のものです。

チケットセンターチケット購 入 時 の 留 意 事 項

6歳で単身ハンガリーに渡り、国立リスト音楽
院で学び、日本デビュー10周年を迎えた金子

いばら き

2/11［金・祝］

※

金子 三勇士のきがるにクラシック

■プログラム「平家物語」より 抜粋／初世 橘 旭宗作曲：那須與市

プレトーク
お話／尾藤 弥生（北海道教育大学教授）
12:45~12:55

このコーナーでは、2022年2月以降に開催される公演のうち、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。
カコミの公演は

ランチタイムコンサート〉

お楽しみください。

■出

大ホール

三勇士。世界の巨匠たちとも共演するその超
絶技巧と軽快なトークを存分にお楽しみくだ
さい。

ランチタイムコンサート〉

く筑前琵琶をひも解くプレトークも、併せて

開場12：30 開演13：00
発売中
（14：00終演予定、休憩なし）

TICKET CENTER

T

Kitaraホームページ https://www.kitara-sapporo.or.jp

1/23［日］
〈

キタラチケットセンター

小

全席指定 一般3,000円

ガーボル・ファルカシュ ピアノリサイタル

2/23［水・祝］

開場14：30
開演15：00

U25 500円

小ホール

〈第24回 リスト音楽院セミナー〉

講師による特別コンサート
ガーボル・ファルカシュ ピアノリサイタル
第6回国際フランツ・リスト ピア
ノコンクール優勝のガーボル・
ファルカシュによるピアノリサ
イタル。洗練された技巧をお楽し
みください。

■出
演
ピアノ／ガーボル・ファルカシュ
■プログラム
シューベルト：4つの即興曲 D935
ラフマニノフ：6つの楽興の時 作品16

12/4

19（土）

札幌音楽家協議会
創立60周年記念演奏会

大

未定

12/4

12/4

発売中

未定

第24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、
レッスンやコンサートを行う
を開催します。参加をご希望の方はKitaraにて配
「リスト音楽院セミナー」
布中の要項をご覧の上、
お申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響による入国制限のため、今回は講師1名によ
るセミナーに縮小いたします。
チェロコースは2023年に延期いたします。
■期
間：2022年2月23日
（水・祝）～ 27日
（日）
■申込締切：12月3日
（金）必着
■会
場：札幌コンサートホール 小ホール
■コ ー ス：ピアノコース
■講
師：ピアノ／ガーボル・ファルカシュ

リスト音楽院 ©Jozsef Hajdu

リスト音楽院セミナー特設ページへ

ガーボル・ファルカシュ

リスト音楽院の若き教授が紡ぐ繊細な音色を心ゆくまで
お楽しみください。音楽を学ぶ学生さんも必見です！

［聴講生］
期間中、
レッスンやコンサート等を聴講する
を別途募集します。応募資格は問いません。
「聴講生」
●全期間聴講生 ※事前申込制。募集要項内の申込書にご記入の上、
ご提出ください。
※
聴講料／一般 5,000円 U25 2,000円
（3日間のレッスン聴講料、全コンサートの入場券、諸経費込）
●一日聴講生 ※各日販売で、
レッスンのみ聴講可。
ご希望の方は、Kitaraチケットセンターほか
市内各プレイガイドでお買い求めください。
（2021年12月4日
（土）一般発売）
聴講料／一般 1,500円 U25※ 500円
※U25：1996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。
※会場の都合により販売枚数に限りがありますので、詳細はお問い合わせください。

公演情報は2021年11月現在のものです。内容等、変更になる場合がございますのでご了承ください。

12

S U N

December 2021

※内容は11月5日現在の状況です。

【募集件数】2件
【演奏会場】札幌コンサートホールKitara 小ホール
（客席数 Aパターン453席 または Bパターン343席）
年1月25日
もしくは
（2023）
（水）
【開 催 日】令和5
年3月15日
のいずれか
令和5
（2023）
（水）
切】令和4年1月20日
必着
【締
（木）

T
大ホール
小ホール

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。
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・公演日2日前までの予約制。
見学ツアーは除く）
札幌シッターサービス2011-281-0511

カコミの公演は
協力事業のものです。

F
A
B

アイコン
説
明

内容
出演者
曲目

C
D
E

開演時間
料金
お問合せ先

※やむを得ない事情により、開演時間、出演者、曲
目、発売状況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。
※U25：2021年度開催公演は1996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。

私たちは

を応援しています

シルバースポンサー

㈱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㈱
日本航空㈱
サントリービバレッジサービス㈱
法人ゴールド会員

サントリー酒類㈱
フルテック㈱
㈱トーア
社会医療法人 松田整形外科記念病院
医療法人社団 秀英会 こばやし歯科医院

快適な職場環境をご提供する
美しい環境づくりに真心で奉仕する

T H U

3

F R I
0歳からのコンサート

T

4

S A T

THE LEGEND BELCANTISM
2021 SAPPORO

12／

6

T

7

A 歌唱／ザ・レジェンド
B ヴェルディ：怒りの日～ディエス・イレ～
オルフ：カルミナ･ブラーナ ～運命の女神よ～ 他
C 13:30
D S7,000円 A5,000円 発売中
Eカンパニーイースト20570-070-162

ヴァイオリン／岡部 亜希子
チェロ／武田 芽衣 ピアノ／新堀 聡子
ソプラノ／高橋 雅子
Bロジャース：ドレミの歌 ハーライン：星に願いを 他
C 11：00（11：45終演予定、休憩なし）
D 全席指定 大人1,000円 小学生以下500円
（膝上鑑賞時無料） 完売
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

T

9

大和証券グループ presents
辻井 伸行 日本ツアー 2021/22

T

10

Aピアノ／辻井 伸行
B チャイコフスキー（プレトニョフ編曲）：
《くるみ割り人形》組曲
ショパン：ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 他
19:00
C
D S7,800円 A6,800円 B5,800円 売切
E オフィス・ワン2011-612-8696

11 「札響の第9」（17時公演）

14

15

保守

16

17

リハーサル

リハーサル

詩と音楽 vol.1 Liederabend

20

21

A 吹奏楽／北海道大学連合吹奏楽団
B シェーンベルク：ミュージカル「レ・ミゼラブル」より

23

（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）

24

リハーサル

休館日

ノコンクール
27 毎日こどもピア
40周年特別企画

Aソプラノ／石田 実和 バリトン／岡元 敦司
ピアノ／小野寺 あい
B モーツァルト：モテット「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」
KV.165
フォーレ：月の光 他
13:00
C
D 全席自由 一般2,500円 U25 2,000円 発売中
E 小野寺2080-5592-0324

28

29

30

（公演あり）

31

A 毎日こどもピアノコンクール本選入賞者
（小5・小6・連弾・中学・高校）
C 10:00
D 全席自由 1,500円
E 毎日こどもピアノコンクール事務局

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
B J.S.バッハ：いざ来ませ、異邦人の救い主よ BWV659、BWV660
クリスマス・メドレー 他
C 15：00（16：20終演予定）
D 全席指定 一般2,000円 小中高生500円 発売中
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

SaxoFellows Carnival

T

A サクソフォン／サクソフェローズ、
サクソフォンカルテットJG、セリエ・ドゥ・トリオ
B 長生 純：サクソフォーン八重奏曲
サン=サーンス：動物の謝肉祭 他
一般3,000円 学生2,000円 11/14発売
D 全席自由
C 19:00 E 2080-3916-1220
のクリスマス

T

A 指揮／原田 慶太楼 サクソフォン／上野 耕平
管弦楽／札幌交響楽団
B カプースチン：アルト・サクソフォンと管弦楽のための協奏曲 作品50

【日本初演】
チャイコフスキー（エリントン編曲）
：組曲「くるみ割り人形」
（特別版） 他
S5,500円
A4,500円 B3,500円 U25（各席）1,500円
D
ペアS10,000円 ペアA8,000円 発売中
C 15：00 EKitaraチケットセンター2011-520-1234

Aピアノ、他楽器／斉藤 香苗、伊藤 麻里依、

長名 美穂、山口 朋子、
中川 麻衣子、菊地 志野、
門下生
B ベートーヴェン、ショパン、リストなどのクラシック曲
C 11:00
D 全席自由 無料
E 長名2080-5592-0016

1／1

本選入賞者 記念コンサート（2日目）

2011-281-5252

T

T

第32回 ブリランテ ジュニアコンサート
＆ブリランテコンサート in SAPPORO

（公演あり）

本選入賞者 記念コンサート（1日目）

2011-281-5252

18 クリスマスオルガンコンサート

25

T

A 毎日こどもピアノコンクール本選入賞者
（幼児・小1～小4）
C 10:00
D 全席自由 1,500円
E 毎日こどもピアノコンクール事務局

（公演あり）

（関係者のみの公演がございます）

T

リハーサル

A 指揮／長内 勲（客演）、藤岡 直美

music in art 2021
プレミアムコンサート

リハーサル

メゾソプラノ／荊木 成子
バリトン／中原 聡章
B シューマン：「女の愛と生涯」
シューベルト：
「魔王」 他
C 19:00
D 全席自由 一般3,000円 学生1,000円
ペア5,000円 発売中
E 日本シューマン協会札幌支部2080-1887-1123

22

（関係者のみの公演がございます）

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 他
※変更の可能性あり
C 17:30
D 全席自由 500円（事前申込制）
E 北海道大学連合吹奏楽団
 hokudaibrass@yahoo.co.jp

ノコンクール
26 毎日こどもピア
40周年特別企画

（関係者のみの公演がございます）

（第22代札幌コンサートホール専属オルガニスト）

リハーサル

Aソプラノ／陣内 麻友美

ピアノ／坂田 朋優
合唱／札幌市立栄町中学校合唱部（賛助出演）
B 足跡
エベン：永遠の美容法 他
C 13:30
D 全席指定 1,000円（当日 1,200円） 発売中
E 梅津2090-7059-4882

T

A オルガン／ニコラ・プロカッチーニ

ソプラノ／ 砂川 涼子 メゾソプラノ／谷口 睦美
テノール／清水 徹太郎 バリトン／甲斐 栄次郎
合唱／札響合唱団 他 管弦楽／札幌交響楽団
B J.C.バッハ：シンフォニア ニ長調
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調「合唱付き」
D S6,500円 A5,000円 B3,500円 U25（A・B）1,500円 発売中
C 13:00 E札幌交響楽団2011-520-1771

ウィスティリアアンサンブル
17th Concert

T

Aクラリネット／福井 遥香
ピアノ／渡部 美蕗
Bドビュッシー：第一狂詩曲
ブラームス：クラリネットソナタ 第2番 作品120-2 他
C 19:00 D全席指定 2,500円 発売中
E 公益社団法人日本演奏連盟203-3539-5131

A 指揮／広上 淳一（札幌交響楽団友情客演指揮者）

19 北海道大学連合吹奏楽団
第48回 定期演奏会

T

A 指揮／広上 淳一（札幌交響楽団友情客演指揮者）
ソプラノ／ 砂川 涼子 メゾソプラノ／谷口 睦美
テノール／清水 徹太郎 バリトン／甲斐 栄次郎
合唱／札響合唱団 他 管弦楽／札幌交響楽団
B J.C.バッハ：シンフォニア ニ長調
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調「合唱付き」
D S6,500円 A5,000円 B3,500円 U25（A・B）1,500円 発売中
C 17:00 E札幌交響楽団2011-520-1771

リハーサル

新進演奏家育成プロジェクト
リサイタル・シリーズ SAPPORO22
福井 遥香 クラリネットリサイタル

保守

13

東海大学札幌校舎吹奏楽部
第21回 定期演奏会

A 吹奏楽／東海大学札幌校舎吹奏楽部

A 演奏／北海道教育大学岩見沢校 音楽文化専攻 学生・教員
Bリスト：ハンガリー幻想曲
モーツァルト：フルート協奏曲 ニ長調 KV314 他
C 18:30
D 全席自由 1,000円 発売中
E 島2080-1868-2854

Aピアノ／原口 美雪、前田 理絵、山口 朋子の門下生
B ベートーヴェン：ソナタ「悲愴」第3楽章
ショパン：ポロネーズト短調 他
C 10:00
D 全席自由 無料
E 山口2090-2695-5581

T

2021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

 hokkyodai_iwa_music_teien@yahoo.co.jp

休館日

リハーサル

打楽器／瀧村 正樹
指揮／平井 直輝
ムソルグスキー
：
「展覧会の絵」
より 他
B
C 17:00
D 全席自由 500円 発売中
E 吹奏楽部顧問 平井2011-571-5111（大学代表）

8

リハーサル

第24回 Klar発表会

12 「札響の第9」（13時公演）

Aフルート／川口 晃

リハーサル

三城美装株式会社
三城美装株式会社

※募集期間外の書類は受付できません。
詳しくはKitaraホームページ等をご覧ください。

5

2

12／1 ファースト・コンサート

（関係者のみ）

札幌コンサートホールでは、札幌で活躍する音楽家
によるコンサートの企画を募集しています。
優れた企画に対して、
ホール利用料金の一部を補助
し、広報活動を支援します。

料金は全て税 込 価 格です。

W E D

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
1／
26 27 28 29 30 31 1
アーティスト・サポート
プログラム企画募集

CALENDAR

各 問 合せ先にお願いします。

T U E

― 令和4年度 ―

PERFORMANCE

公演の詳細については

M O N

リハーサル

休館日

休館日

休館日

休館日

1

January 2022

PERFORMANCE

2

CALENDAR

北海道土質コンサルタント㈱／
岩橋印刷㈱／三城美装㈱／
セコム㈱／
㈱北海道共立／双豊電気㈱／
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㈱／
㈱福本商店／㈱キタデン／
札幌施設管理㈱／㈱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／
㈱朝日サービス

法人団体会員
「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
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

Kitaraの主催事業などに関する
さまざまな情報を発信します。

札幌コンサートホール公式SNS
［Twitter］

［Instagram］

@kitara_sapporo

@Kitara_sapporo
Follow
me!!

Kitara主催コンサートなどについて
情報配信中!!
※公式アカウントではフォロー、リプライ、ご意見に
対する個別回答などは行っておりません。お問い
合わせは、
「Kitara HP」からお願いいたします。

https://www.kitara-sapporo.or.jp/

4

5

W E D

6

T H U

F R I

7

8

休館日

第58回 北海道管楽器 個人コンテスト
札幌地区大会

ォニックバンド
10 サッポロシンフ
第49回 定期演奏会～吹奏楽の夕べ～

T

11

A 指揮／鈴木 栄一
吹奏楽／サッポロシンフォニックバンド
B ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」
シュトラウス：オーストリアの村つばめ 他
C 13:30
D S（指定席）一般1,200円 小中高生800円
A（当日座席引換）一般1,000円 学生600円 11/29発売
E 佐藤2011-765-2230

（関係者のみの公演がございます）

第53回 北海道アンサンブルコンテスト
札幌地区大会（2日目）

12

13

T

A アンサンブルコンテスト（1日目）
／中学校、大学、職場・一般の部
C 10:00
D 全席指定 2,000円
※チケットぴあのみで販売
E 札幌地区吹奏楽連盟・大内

リハーサル

2080-8290-5724

14

リハーサル

ド・オーケストラ・イデア
15 ウイン
第1回 定期演奏会「コスモ・ミュージック」

A 指揮／上田 智也
管弦楽、吹奏楽／ウインド・オーケストラ・イデア
B ホルスト：組曲「惑星」
スパーク：宇宙の音楽 他
C 18:00
D 全席自由 1,000円
E 上田2080-8297-2772

（関係者のみの公演がございます）

休館日

〈

ランチタイムコンサート〉

筑前琵琶で言祝ぐはつ春

A アンサンブルコンテスト（2日目）
／小学生、高等学校の部
C 10:00
D 全席指定 2,000円
※チケットぴあのみで販売
E 札幌地区吹奏楽連盟・大内

17

18

19

20

な すのよい ち

初世 橘 旭宗作曲：那須與市 他
C 13：00（14：00終演予定、休憩なし）
全席指定
一般2,000円 U25 500円 発売中
D
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

21

オルガンミュージアムへ
22 ようこそ
！

T

A オルガン／吉村 怜子
ナビゲーター／山田 美穂
C 調整中
D 調整中

リハーサル

舞台保守

リハーサル

T

A 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）
B「平家物語」より 抜粋／

リハーサル

2080-8290-5724

16

のニューイヤー

第53回 北海道アンサンブルコンテスト
札幌地区大会（1日目）

2080-8290-5724

9

S A T

A 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
B チャイコフスキー：バレエ組曲「白鳥の湖」
作品20aより 他
C 15：00
S5,500円
A4,500円
B3,500円
U25（各席）1,500円
D
ペアS10,000円 ペアA8,000円 発売中
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

リハーサル

A 管楽器個人コンテスト（全部門）
C 10:00
D 全席指定 1,800円
※チケットぴあのみで販売
E 札幌地区吹奏楽連盟・大内

料金は全て税 込 価 格です。

法人維持会員

T U E

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
30 31
休館日

各 問 合せ先にお願いします。

を応援しています

3

M O N

リハーサル

公演の詳細については

私たちは

S U N

（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。）
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

休館日

舞台保守

新進演奏家育成プロジェクト
リサイタル・シリーズSAPPORO23
トリオ イリゼ・リサイタル

T

Aピアノ／水口 真由

23 金子 三勇士のきがるにクラシック
〈

ランチタイムコンサート〉

T

24

Aピアノ／金子 三勇士
B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 他
C 13：00（14：00終演予定、休憩なし）
D 全席指定 一般2,000円 U25 500円 発売中
E Kitaraチケットセンター2011-520-1234

30 札幌交響楽団
第642回 定期演奏会（13時公演）

T

A 指揮／マティアス・バーメルト（札幌交響楽団首席指揮者）
ヴァイオリン／山根 一仁 管弦楽／札幌交響楽団
B 伊福部 昭：ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲
シューマン：交響曲 第2番 他
D SS7,000円 S6,000円 A5,000円 B4,500円
C3,500円 U25（B・C）1,500円 11/25発売
※スマイル席 2,000円
（当日販売限定）
C 13:00 E札幌交響楽団2011-520-1771

（関係者のみの公演がございます）

25

26 第11回 演奏会付き防災訓練

28

リハーサル

申込方法：事前申込制
ホームページまたは、はがきによりお申し込み下さい。
①ホームページ：
https://www.kitara-sapporo.or.jp/
②はがき：
下記の1～3を記載の上、
ご郵送してください。
アーティスト・サポートプログラムⅠ〉
〈
1. 代表者の氏名、郵便番号、住所、電話番号
2. 参加者各々の氏名、年齢
ショパン・トークリーディング劇コンサート T
3. 参加者各々の歩行困難・視覚障害などの有無
Aピアノ／鈴木 椋太
郵送先：〒064-0931
朗読／高井 ヒロシ
札幌市中央区中島公園1-15
B ショパン：ポロネーズ 第7番 変イ長調「幻想」作品61 他
札幌コンサートホール
19
「第11回演奏会付き防災訓練」係 C ：00（20：30終演予定）
D 全席自由 一般2,000円 学生1,000円 発売中
申込期限：12月10日（金）必着
・トークリーディング劇コンサート
E 札幌コンサートホール管理課2011-520-2000（代） Eショパン
実行委員会2070-1452-3933
 talk.reading.0127@gmail.com

31

（関係者のみの公演がございます）

27

A 札幌市消防音楽隊
C 14：00（15：15終了予定）
D 無料

リハーサル

ヴァイオリン／赤間 さゆら
チェロ／小野木 遼
B モーツァルト：ピアノ三重奏曲 第6番 ト長調 KV564
ブラームス：ピアノ三重奏曲 第2番 ハ長調 作品87 他
C 19:00 D全席指定 2,500円 発売中
E 公益社団法人日本演奏連盟203-3539-5131

ギャラリー

〈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

－創立60周年記念特別篇－

2016年から始まった『札幌交響楽団ものがたり展』、
今年は札響創立60周年記念特別篇としたパネル写真
などで札響の活動をご紹介いたします。
また、彫刻家 遠藤 丈太氏から寄贈いただいた
「マエ
ストロ ラドミル・エリシュカ像」
もご覧いただけます。

期間：10月23日
（土）
～2022年1月30日
（日）
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～休憩終了まで

料金

入場無料
（※大ホール公演のチケットが必要です）

リハーサル

29 札幌交響楽団
第642回 定期演奏会（17時公演）

A 指揮／マティアス・バーメルト（札幌交響楽団首席指揮者）
ヴァイオリン／山根 一仁 管弦楽／札幌交響楽団
B 伊福部 昭：ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲
シューマン：交響曲 第2番 他
D SS7,000円 S6,000円 A5,000円 B4,500円
C3,500円 U25
（B・C）
1,500円 11/25発売
※スマイル席 2,000円
（当日販売限定）
C 17:00 E札幌交響楽団2011-520-1771

（関係者のみの公演がございます）

ほくせんゴールドカード
プレミアム
年会費

対象年齢

11,000円（税込）
※初年度年会費無料

30歳以上75歳以下

※審査により20代も発行可能

お申込・お問い合わせ先

株式会社ほくせん営業推進課

20570-006633（平日9時～17時）

T

JAL グループはすべてのお客さまに安全・安心な空の旅をお届
けするため、新型コロナウイルス感染症予防対策の取り組みを
続けてまいります。

P-1扉

P-2扉

「COCOAR」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
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SAPPORO CONCERT HALL Kitara
PERFORMANCE CALENDAR
DECEMBER
JANUARY

会員募集中
RA-2扉

LA-2扉

2021

チケット割引＆先行販売
札 幌コンサートホール 主 催 公 演チケットが
お得な値段で購入できます！
さらに、一般発売より一足早くご購入可能

2022

公演情報のお知らせ
LA-1扉

コンサートスケジュールや会員限定情報をお届け

RA-1扉

会員種別
年会費

個 人

家 族

ゴールド

通常

3,000円

5,000円

30,000円

後期
入会

1,500円

2,500円

入会金
会員期間

500円

ご入金確認後から
翌年3月末迄（毎年4月更新）

問合せ：
事務局
TEL（ 011）520-1234（10:00～18:00、休館日除く）
KitaraClub

検索

入会

公式アプリ
LB扉

RB扉

LC扉

RC扉

CB1

に関する最新情報や、
お得な特典を無料でお楽しみ
いただけるアプリです。ぜひ、インストール
の上、ご利用ください！

CB2

453席

シューボックス型

▶ TOPICS
N

⬆すすきの

●地下鉄南北線
中島公園駅3番出口

〈南9条通り〉

❸

鴨々川

●
市電 中島公園通

正面入口

●

レナード・
バーンスタイン像

S

■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。

▶ 12 -1月の公演カレンダー

11

月 編集・発行 札幌コンサートホール

3扉

アーティスト・サポートプログラムⅡ〉

▶チケット発売情報
Vol.149

❶
●地下鉄南北線
幌平橋駅1番出口

2扉

三勇士のきがるにクラシック

…〈第24回 リスト音楽院セミナー〉講師による特別コンサート
ガーボル・ファルカシュ ピアノリサイタル

北海道立
文学館

●

〈行啓通り〉

4扉

ランチタイムコンサート〉金子

2 人が最後に愛したクラリネット五重奏曲～モーツァルトとブラームス～

札幌コンサートホール

1扉

…〈
…〈

●

R扉

ランチタイムコンサート〉筑前琵琶で言祝ぐはつ春

…オルガンウィンターコンサート

S

豊平館

L扉

…〈

札幌コンサートホール公演情報誌

