
札幌コンサートホール公演情報
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10 11

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。

限定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 2017年9月20日～11月末日まで
表　　　　　紙

10 -11月号のスペシャルコンテンツ！！

協賛：

「10月7日（土）第19代札幌コンサートホール専属オルガニスト マルタン・グレゴリウス デビュー
リサイタル」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♪

10/7Sat 11/18Sat

〈　　　　ワールドオーケストラ&合唱シリーズ〉11/7Tue
ヘルベルト･ブロムシュテット指揮   
ライプツィヒ･ゲヴァントハウス管弦楽団
ヘルベルト･ブロムシュテット指揮   
ライプツィヒ･ゲヴァントハウス管弦楽団
ヘルベルト･ブロムシュテット指揮   
ライプツィヒ･ゲヴァントハウス管弦楽団

第19代札幌コンサートホール
専属オルガニスト
第19代札幌コンサートホール
専属オルガニスト
第19代札幌コンサートホール
専属オルガニスト

マルタン･グレゴリウス　
デビューリサイタル
マルタン･グレゴリウス　
デビューリサイタル
マルタン･グレゴリウス　
デビューリサイタル

カティア・
ブニアティシヴィリ　
ピアノリサイタル

カティア・
ブニアティシヴィリ　
ピアノリサイタル

カティア・
ブニアティシヴィリ　
ピアノリサイタル

〈　　　   ワールドソリストシリーズ〉〈　　　   ワールドソリストシリーズ〉

ヘルベルト･ブロムシュテット ライプツィヒ･ゲヴァントハウス管弦楽団 レオニダス・カヴァコス©Gert_Mothes ©Marco Borggreve

マルタン･グレゴリウス
©Bertrand PICHENE ©Julia Wesely

カティア･ブニアティシヴィリ
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T O P I C S 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.jp

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。

ワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉〈

T O P I C S

U25 ●平成29年度開催公演／1992年以降にお生まれの方

ウィーン室内管弦楽団
コンチェルトの競演

10.1［日］ 大ホール

発売中発売中

■出　　  演

■プログラム

指揮・ピアノ／シュテファン・ヴラダー
フルート／髙橋 聖純
　　　　　（札幌交響楽団首席奏者）
ヴァイオリン／オスカール・ヴァルガ
管弦楽／ウィーン室内管弦楽団
モーツァルト：
　交響曲 へ長調 K.Anh.223 (19a)
　ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271
　フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
　ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調「トルコ風」K.219

シュテファン･ヴラダー
©Gregor Titze

開場13：30
開演14：00

第19代札幌コンサートホール専属オルガニスト
マルタン・グレゴリウス
デビューリサイタル

10.7［土］ 大ホール

発売中発売中

この9月から1年間の任期で、第19代専属オルガニストとしてポーラン
ド出身のマルタン・グレゴリウスが就任しました。ヴェルサイユ宮殿など
ヨーロッパ各国のコンサートに出演し、得意の即興演奏で数々の賞を受
賞する若き実力派オルガニストが、20周年を迎えたKitaraのパイプオ
ルガンの新たな魅力をお届けします。専属オルガニストとしての1年の
スタートとなるデビュー公演、ぜひお楽しみください。

■出　　  演
■プログラム

オルガン／マルタン・グレゴリウス
J.S.バッハ：パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582
デュリュフレ：オルガン組曲 作品5より　シシリエンヌ
グレゴリウス：即興による舞踏組曲　他

マルタン・グレゴリウス
  ©Bertrand PICHENE

ヘルベルト・ブロムシュテット
©Gert_Mothes

カティア・ブニアティシヴィリ
  ©Julia Wesely

レオニダス・カヴァコス
©Marco Borggreve

ライプツィヒ･ゲヴァントハウス管弦楽団

開場13：30 開演14：00
〈15：30終演予定〉

エマニュエル・パユ（フルート）＆
エリック・ル・サージュ（ピアノ） 

12.5［火］ 大ホール

発売中発売中

ベルリン・フィルの首席フルート奏者、エマニュエル・パユ。彼が
全幅の信頼を寄せるのが、室内楽の名手として名高いピアニス
ト、エリック・ル・サージュです。四半世紀にわたって世界各地で
共演を続けてきた二人の演奏は、札幌では13年ぶりとなりま
す。円熟期を迎えた現代最高峰の奏者たちによる、至高の一夜
をお楽しみください。

■出　　  演

■プログラム

フルート／エマニュエル・パユ
ピアノ／エリック・ル・サージュ
シューベルト：「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲 D802
ドビュッシー：ビリティス　他

エマニュエル・パユ
  ©Josef Fischnaller licensed

to EMI Classics

開場18：30 開演19：00

11.7［火］ 大ホール

発売中発売中

世界最高峰のオーケストラ、ゲヴァントハウス管弦楽団＆巨匠ブロムシュテットによる
待望の札幌公演。今回の来日公演では、創立275周年を記念し、ゲヴァントハウス管
が初演した作品を演奏します。カリスマティックな魅力で人気を誇るヴァイオリニス
ト、カヴァコスをソリストに迎え、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏する
ほか、ブロムシュテットが得意とするブルックナーにも期待が高まります。この秋、絶
対に聴き逃せない注目公演です。

■出　　  演

■プログラム

指揮／ヘルベルト・ブロムシュテット
ヴァイオリン／レオニダス・カヴァコス
管弦楽／ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
～創立275周年記念ツアープログラム～
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブルックナー：交響曲 第7番 ホ長調 WAB.107（ノーヴァク版）

ヘルベルト・ブロムシュテット指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

開場18：15 開演19：00

ワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉〈

カティア・ブニアティシヴィリ
ピアノリサイタル

11.18［土］ 小ホール

発売中発売中

アルゲリッチ、クレーメル、パーヴォ・ヤルヴィなど世界
の巨匠たちが賞賛するピアニスト、カティア・ブニアティ
シヴィリが、ついに北海道に初登場です。「熱情」の名を
もつベートーヴェンのピアノ・ソナタ第23番、リストの
スペイン狂詩曲など、大胆で情熱的な演奏スタイルに
うってつけの曲目を披露します。

Kitaraのシンボル、パイプオルガン。これまで、18人の歴代専属オルガニストが、その輝
かしい音色をみなさまにお届けしてきました。
今回は開館20周年を記念し、初代専属オルガニストのパスカル・マルソー、第2代のイ
ヴ・ラファルグが札幌に帰ってきます。第19代のマルタン・グレゴリウスも加わり、新旧
専属オルガニストの豪華共演でお贈りします。これまでの20年間とこれからの未来に想
いを馳せながら、3人のオルガニストによる夢のひとときをお楽しみください。

■出　　  演
■プログラム

ピアノ／カティア・ブニアティシヴィリ
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調「熱情」作品57
リスト：スペイン狂詩曲
チャイコフスキー（プレトニョフ編曲）：組曲「くるみ割り人形」　他

開場13：30 開演14：00

ワールドソリストシリーズ〉〈 ワールドソリストシリーズ〉〈

エリック・ル・サージュ
  ©King Records

大ホール 発売中発売中

■出　　  演
■プログラム

オルガン／パスカル・マルソー、イヴ・ラファルグ、マルタン・グレゴリウス
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 作品71aより 花のワルツ　他

12.9［土］ 開場14：30 開演15：00

毎年大好評の「Kitaraのクリスマス」。今年は「Kitaraのクリスマス」初登場
となる高関 健、ソリストには高い技巧と豊かな音楽性で聴衆を魅了する人
気ピアニスト、清水 和音を迎え、華やかなクリスマスのひとときをお届けし
ます。

大ホール

発売中発売中

■出　　  演

■プログラム

指揮／高関 健　ピアノ／清水 和音
管弦楽／札幌交響楽団
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル　他

12.23［土・祝］ 開場14：15 開演15：00

のクリスマス 

で楽しむクリスマス

開館20周年記念 オルガンガラコンサート

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。
※　マーク公演には、Kitaraユースクラブ割引があります。申込み・購入方法等の詳細は、Kitara
ユースクラブ会員に別途ご案内します。Kitaraチケットセンターでの取扱いはございません。



※内容は9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：H29年度開催公演は1992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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October 2017

PERFORMANCE
CALENDAR

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
ji

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 30 31

a

b

c
d
ji

吹奏楽／北星学園大学附属高等学校吹奏楽部
指揮／三浦 望
リスト：スペイン狂詩曲
ドビュッシー：交響詩「海」より
18:30
全席自由　一般800円 学生500円 ※小学生以下無料
北星学園大学附属高等学校2011-897-2881

a

c
d
ji

チェロ／ナサニエル・ローゼン
ヴァイオリン／柏原 大蔵
ピアノ／有吉 英奈
18:30
全席自由　2,500円
ワミレスコスメティックス㈱20120-66-0304

北星学園大学附属高等学校
吹奏楽部
第12回 定期演奏会

ワミレス チャリティーコンサート

Ticket
Center

a

b

c
ji

演奏／フアン・ホセ・モサリーニ五重奏団
歌唱／サンドラ・ルモリーノ
ダンス／ホルヘ＆ガブリエラ、アルバロ＆フリエタ
ピアソラ：アディオス・ノニーノ、オブリビオン（忘却）
ガルデル：ボルベール（帰還）　他
13:30　d S6,000円 A5,000円 B4,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

a
b

c
d

ji

指揮／松本 寛之　トランペット（独奏）／福田 善亮
ビゼー：カルメン組曲より
フンメル：トランペット協奏曲
ドヴォルジャーク：交響曲 第8番「イギリス」　他
18:30
全席自由　一般　1,500円 小中学生1,000円
　　　　　（当日 一般2,000円 小中学生1,500円）
松本2090-6219-0018

a
b
c
d
ji

ピアノ／カワイ音楽教室 講師
リスト：タランテラ　ラヴェル：スカルボ　他
13:30
全席自由　一般2,050円 学生・カワイ会員1,850円 ペア3,600円
カワイ音楽教室2011-231-8674

フアン・ホセ・モサリーニ
“タンゴの魂”

松田 次史先生入団記念
札幌室内管弦楽団 第8回演奏会

2017 カワイ オータムコンサート

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
ji

指揮・編曲／ブラッド・ケリー　管弦楽／オーケストラ・ジャパン
「ディズニー・ファンティリュージョン！」より 
　シンデレラ、美女と野獣　他
「塔の上のラプンツェル」 より　自由への扉　他
17:00　d S8,700円 A7,700円 B6,700円
STV事業2011-272-8658

a
b

c
ji

フルート／三村 園子、細野 雅子　ピアノ／萩原 晴美
クーラウ：華麗なる三重奏曲 ト長調 作品119
シューマン：3つのロマンス　メシアン：黒つぐみ　他
18:00　d 全席自由　3,500円
細野2011-771-2875

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2017
Brillante ～輝きの未来へ

三村 園子 フルートリサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

ヴァイオリン／スズキ・メソード札幌支部
山同クラスに所属する生徒

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第4番
J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲
鈴木 鎮一：キラキラ星変奏曲
11:00　d 全席自由　無料
佐藤2011-594-8852

スズキ・メソード札幌支部
山同クラス ヴァイオリン発表会

a

b

c
d

ji

指揮／ラドミル・エリシュカ（札幌交響楽団名誉指揮者）
管弦楽／札幌交響楽団
スメタナ：歌劇「売られた花嫁」序曲
ドヴォルジャーク：チェコ組曲 ニ長調 作品39
リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」作品35
14:00
SS完売 S5,500円 A5,000円 B4,500円 
C3,000円 U25（B・C）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b
c
d
ji

ピアノ部門／小学生・中学生・高校生の部
各部門課題曲
10:00
全席自由　1,500円
毎日新聞社事業グループ2011-281-5252

札幌交響楽団
第604回 定期演奏会（昼公演）
～エリシュカ最後の来日公演～

第71回 全日本学生音楽コンクール
北海道大会本選（1日目）

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

ライズ音楽院生徒、講師によるピアノ、声楽、
ヴァイオリン、フルート、シャンソン
「アナと雪の女王」より レットイットゴー～ありのままで～
愛しかない時　他
10:30　d 全席自由　無料
ライズ音楽院2011-859-5638

ライズミュージックコンサート2017

Ticket
Center

（公演あり）

a
b

c
d
ji

吹奏楽／サッポロウインドオーケストラ
スパーク：ウインドスケッチ
ロースト：フラッシングウインズ　他
19:00
全席自由　1,000円 中高生500円 ※小学生以下無料
高畠2090-6447-0910

サッポロウインドオーケストラ
第27回 定期演奏会

a

b

c
d

ji

独唱、ピアノ・フルート・コントラバス（独奏）／
　学内オーディション合格者
混声合唱／本校音楽科生徒全員
スクリャービン：ピアノソナタ 第4番
木下 牧子：混声合唱組曲『方舟』より「木馬」、「方舟」
内藤 淳一：「乳母車」（混声四部合唱）
17:30
全席自由　無料
（要整理券。9/26（火）より、札幌大谷高等学校事務室、
  Kitaraチケットセンターにて配布）
札幌大谷高等学校音楽科2011-731-2451

札幌市立発寒中学校
開校50周年記念
合唱コンクール・式典

札幌大谷中学校音楽コース
札幌大谷高等学校音楽科
第32回 定期演奏会

Ticket
Center

（関係者のみ） （公演あり）

（公演あり） （公演あり）

a
b

c
ji

ヴァイオリン／前橋 汀子　ピアノ／松本 和将
ドヴォルジャーク：わが母の教え給いし歌
ショパン：ノクターン 第2番
ヴィエニャフスキ：モスクワの思い出
モンティ：チャールダーシュ
フランク：ヴァイオリン・ソナタ　他
13:30　d 全席指定 3,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

a
b
c
ji

ヴァイオリン・フルート・声楽部門
各部門課題曲
9:30　d 全席自由　1,500円
毎日新聞社事業グループ2011-281-5252

a
b

c
d
ji

指揮／中山 耕一　管弦楽／札幌市民オーケストラ
ボロディン：歌劇「イーゴリ公」より だったん人の踊り
フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」作品80
チャイコフスキー：交響曲 第5番 ホ短調 作品64
19:00
全席自由　1,000円（当日 1,200円） ※保護者同伴に限り小学生以下無料
岩佐2011-823-4299

演奏活動55周年記念
前橋 汀子 アフタヌーン・コンサート

第71回 全日本学生音楽コンクール
北海道大会本選（2日目）

札幌市民オーケストラ 第43回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b
c
d

ji

指揮／佐藤 俊太郎　管弦楽／札幌交響楽団
ソプラノ／亀谷 泰子　メゾソプラノ／松田 久美
テノール／古城 一樹　バリトン／中原 聡章
合唱／「999人の第九」の会合唱団
ベートーヴェン：交響曲 第9番 二短調 作品125「合唱付き」　他
15:00
［指定席］S3,000円
［自由席］A2,000円 U25（A）1,000円
「999人の第九」の会事務局2011-375-4556

a

b

c
ji

ピアノ／坂本 慶子、吉泉 善太、今井 杏子、杉田 晶子、
佐藤 千春、橋詰 やよい、橋本 久美、中屋 留美、
安永 明子、新井 ひろ子

ソプラノ／大友 ひろ世、笹尾 雅代
アイリッシュハープ／池野 麻里
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番 ハ短調 作品13
リスト：ハンガリー狂詩曲 第12番 嬰ハ短調
グラナドス：演奏会用アレグロ
ショパン：プレリュード 作品28より抜粋　他
13:30　d 全席自由　2,000円
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

第33回
北海道ボランティアコンサート
「999人の第九」

メロス コンサート 20
～20周年を記念して～

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ピアノ／ウラジーミル・ミシュク
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第14番「月光」
ショパン：ノクターン 第20番 嬰ハ短調 遺作　他
18:30
全席指定　3,800円
道新プレイガイド2011-241-3871

a

b

c
ji

台北　合唱／欣欣合唱団（混声）
　　　指揮／房樹孝
札幌　合唱／北海学園大学グリークラブOB会
　　　指揮／吉浦 正登
ソプラノ／一織 久美子　ピアノ／辻 千絵
男声四重唱／ダンディー・フォー
黄中岳：黄昏的故郷　他
多田 武彦：組曲「草野心平の詩から」
山田 耕筰：からたちの花　他
気の早いサンタのX’mas Song
18:30　d 全席自由　1,000円
日台友好合唱会実行委員会2090-8898-1222

ウラジーミル・ミシュク
ピアノリサイタル

第10回 日台友好合唱会

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ピアノ／パーヴェル・ネルセシアン
C.Ph.Eバッハ：ロンド ト長調 作品57-3

ソナタ ヘ短調 作品63-6
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第23番「熱情」 作品57
カプースチン：古典様式による組曲 作品28　他
18:30
全席自由　一般3,500円 大学生3,000円 中高生2,000円 小学生1,000円
日本ユーラシア協会札幌支部2011-707-9722

札響ジュニアクラシック
石狩南高等学校／
北星学園大学付属高等学校
芸術鑑賞会

日本ユーラシア協会創立60周年記念
パーヴェル・ネルセシアン
ピアノリサイタル 札幌公演

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d

ji

指揮･ピアノ／シュテファン・ヴラダー
フルート／髙橋 聖純(札幌交響楽団首席奏者)
ヴァイオリン／オスカール・ヴァルガ
管弦楽／ウィーン室内管弦楽団
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271

フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調「トルコ風」K.219　他

14:00
S7,000円 A6,000円 B5,000円 U25（各席）2,000円
20周年感謝シート S6,000円（限定20席・Kitaraのみ取扱い）
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

ウィーン室内管弦楽団
コンチェルトの競演

Ticket
Center

休館日

a
c
d
ji

太鼓芸能集団 鼓童
18:30
S5,500円 A完売
道新プレイガイド2011-241-3871

a

b

c
d
ji

ソプラノ／岸田 頌子
テノール／リージェイ・ウック
小林 秀雄：落葉松
アヴェマリア　他
18:30
全席自由　3,000円
岸田2011-561-9693

鼓童
「打男 DADAN 2017」

第26回 チャリティコンサート
日本の心をうたう

Ticket
Center

リハーサル
リハーサル

a

b

c
d
ji

ソプラノ／服部 麻実
ピアノ／エフゲーニア・ラプヒナ
チャイコフスキー：魂は静かに空高く飛んでいた
プロコフィエフ：ロシア民謡編曲集より
ルービン：4人の女の面影（日本初演）　他
19:00
全席自由　一般3,000円 学生1,000円
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

第1413回 札幌市民劇場
服部 麻実 ソプラノリサイタルⅦ
～ロシアの夕べ

Ticket
Center

a

b
c
ji

オルガン／マルタン・グレゴリウス
（第19代札幌コンサートホール専属オルガニスト）

J.S.バッハ：パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582　他
14：00　d 全席指定　一般 1,000円 U25 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

b

c
ji

内海 郁 音楽教室在籍の生徒
江別市立中央中学校合唱部、江別市立中央中学校合唱部OG
合唱／コール・フローラ・レッジェーロ・フェリーチェ
指揮／内海 郁　伴奏／藤沢 しおり
ショパン：ワルツ イ短調　金子 みすゞ ：私と小鳥と鈴と
ガーシュウィン：アイ・ガット・リズム　ロッホ・ローモンド（スコットランド民謡）
メンケン：美女と野獣　上田 真樹：心に花を咲かせよう　他
12:30　d 全席自由　無料
内海 郁 音楽教室（厚別西ピアノ・うたの教室）2090-1649-2433

第19代札幌コンサートホール専属オルガニスト　
マルタン・グレゴリウス デビューリサイタル

～La Ringrazio～ AUTUMN CONCERT vol.7
内海 郁 音楽教室 演奏発表会

a
b
c
ji

ピアノ／奥山教室・藤田教室・村田教室 門下生
ショパン：幻想即興曲　ギロック：アラベスク・センチメンタル　他
18:00　d 全席自由　無料
藤田2090-2071-8693

リトルコンサート

Ticket
Center

a
b

c
d

ji

サッポロシンフォニックバンド　指揮／鈴木 栄一
ビゼー：歌劇「カルメン」より
J.S.バッハ：トッカータとフーガ 二短調
ブラームス：大学祝典序曲　他
15:30
全席自由　一般1,000円 小中高生600円

（当日 一般1,400円 小中高生900円）
佐藤2011-765-2230

a
c
d
ji

アマチュア音楽家
11:30
全席自由　無料
下坂2090-8276-9383

サッポロシンフォニックバンド
第45回 定期演奏会
～吹奏楽の夕べ～

第28回
札幌アマチュア・クラシック音楽祭

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ピアノ／影山 裕子
リスト：『巡礼の年』より「オーベルマンの谷」
ベートーヴェン：ピアノ ソナタ 第21番 ハ長調「ワルトシュタイン」
シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17
19:00
全席自由　2,000円
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

第1415回 札幌市民劇場
影山 裕子 ピアノリサイタル
～敬愛するベートーヴェンのために～

Ticket
Center

a
b

c
ji

ピアノ／外山 啓介
ショパン：バラード 第1番 ト短調

ノクターン 第20番「遺作」嬰ハ短調
幻想即興曲 嬰ハ短調
ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調　他

19:00　d S3,500円 A2,500円
オフィス・ワン2011-612-8696

a

b

c
d

ji

サクソフォン／トルヴェール・クヮルテット
　須川 展也（ソプラノサクソフォン）、彦坂 眞一郎（アルトサクソフォン）
　神保 佳祐（テナーサクソフォン）、田中 靖人（バリトンサクソフォン）
ピアノ／小柳 美奈子
ロジャース：私のお気に入り　デザンクロ：サクソフォン四重奏曲
石川 亮太：ナポリ！ナポリ！ナポリ！　他
19:00
全席自由　一般3,500円 高校生以下1,500円

（当日 一般4,000円 高校生以下2,000円）
伊藤2090-5070-4404

外山 啓介 デビュー10周年記念
ピアノ・リサイタル

結成30周年 
トルヴェール・クヮルテット 
with 小柳 美奈子

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮／長岡 聡季　オーボエ／金子 亜未
トランペット／内藤 由美子
合唱・合奏／バロック・コレギウム・サッポロ
トレッリ：トランペット協奏曲 ニ長調 G.28
J.S.バッハ：カンタータ 第80番「我らが神は堅き砦」

カンタータ 第147番「心と口と行いと生きざまもて」
ヴィヴァルディ：オーボエ協奏曲 ハ長調 RV447
19:00　d 全席自由　2,500円（当日 3,000円）
バロック・コレギウム・サッポロ2011-533-8705

バロック音楽の諸相 Vol.2
～カンタータと協奏曲
オーボエ・金子 亜未さんを迎えて

Ticket
Center

a

b
c
d
ji

ピアノ／宮澤 功行、西本 夏生
ヴァイオリン／田島 高宏
チェロ／石川 祐支
未定
19:00
全席自由　一般3,000円 中学生以下1,000円
札幌コンセルヴァトワール2011-822-6984

「宮澤 功行先生の古希を祝う演奏会 Part.2」
疾風怒濤のピアニスト、
70年分の魂をかけて直弟子と
奏でる人生のハーモニー！

a

b

c
d

ji

指揮／ラドミル・エリシュカ（札幌交響楽団名誉指揮者）
管弦楽／札幌交響楽団
スメタナ：歌劇「売られた花嫁」序曲
ドヴォルジャーク：チェコ組曲 ニ長調 作品39
リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」作品35
19:00
SS完売 S5,500円 A5,000円 B4,500円 
C3,000円 U25（B・C）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
d
ji

吹奏楽／札幌静修高等学校吹奏楽部
小島 里美：沖縄 幻影
星出 尚志 編曲：「リトル・マーメイド・メドレー」
19:00
全席自由　300円（当日500円）
札幌静修高等学校・日下2011-521-0234

札幌静修高等学校吹奏楽部
第25回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

保守点検

リハーサル

リハーサル

a

b

c
d

ji

ヴァイオリン／森本 千絵
ピアノ／ナイジェル・ハッチソン
エルガー：ヴァイオリン・ソナタ 作品82
ヴィターリ：シャコンヌ
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第1番 作品78　他
19:00
全席自由　一般3,000円 小中学生1,000円

（当日 一般3,500円）
高松音楽事務所2011-563-0002

森本 千絵＆ナイジェル・ハッチソン
Violin&Piano Duo 2017 Ticket

Center

休館日

札響ジュニアクラシック
東海大学付属札幌高等学校／
札幌月寒高等学校 芸術鑑賞会 a

b

c
d
ji

指揮／マティアス・バーメルト
管弦楽／札幌交響楽団
チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」
メンデルスゾーン：交響曲 第4番 イ長調 作品90「イタリア」
プロコフィエフ：組曲「ロメオとジュリエット」より
14:00
SS完売 S4,000円 A3,000円 U25（A)1,200円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a

b

c
ji

指揮／堀 健治、阿部 純一
演奏／札幌プレクトラム・アンサンブル
　　　（マンドリンオーケストラ）
スクァルツィーナ：CPOラプソディ
二橋 潤一：組曲「北の大地にて」　他
15:00　d 全席自由　1,000円
安部2011-716-5917

森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズ
～遠くイタリアを夢見て～

札幌プレクトラム・アンサンブル
第78回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

（関係者のみ）

（関係者のみ）

（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

札幌交響楽団
第604回 定期演奏会（夜公演）
～エリシュカ最後の来日公演～

〈           ワールドオーケストラ&合唱シリーズ〉

世界の第一線で活躍するソリストを招聘する「Kitaraワールド
ソリストシリーズ」。12月5日（火）は、エマニュエル・パユとエ
リック・ル・サージュの名コンビが至福の一夜をお贈りします。
また、2018年2月15日（木）は、現代最高
のメゾソプラノの一人、藤村 実穂子の4年
ぶりとなる札幌公演。3月18日（日）には、
繊細なタッチで緻密な音楽を紡ぎだすアレ
クサンドル・タローが、J.S.バッハ不朽の名
曲 ゴルトベルク変奏曲をお届けします。開
館20周年のフィナーレにふさわしいソリス
トの名演をどうぞお聴きのがしなく！

これからの
　　　主催事業のご案内

これからの
　　　主催事業のご案内

藤村 実穂子
©R&G Photography

エマニュエル・パユ
  ©Josef Fischnaller

licensed to
EMI Classics

エリック・ル・サージュ
  ©King Records

アレクサンドル・タロー
©Marco Borggreve

札幌コンサートホール主催公演の
チケットが、最大3,000円おトクに

チケット
割引

指定公演のチケットを、一般発売より
ひと足早くご購入可能

チケット
先行販売

［キタラクラブ］

毎月、コンサートスケジュールや会員
限定情報をお届け

公演情報の
お知らせ

会員証の呈示により、提携施設で
各種サービスをご提供

提携
サービス

お得な特典がいっぱい♪

後期会員募集

10月～翌年3月までにご入会の場合、個人会員・家族
会員は初年度年会費が半額に！

後期入会は年会費半額

■日時／11月13日(月)
　　　　開場18：15 開演19：00 
　　　　終演予定20：30
■会場／大ホール
■出演／こぱんだウインドアンサンブル
■料金／全席指定（税込） 一般 1,000円
 小中高生 500円
■お問い合わせ／
　Kitara Club事務局 2011-520-2580
　（10：00～18：00、休館日除く）

会員限定コンサート

［キタラクラブ］

詳しい公演情報はHPをご覧ください。
Kitaraホームページ http://www.kitara-sapporo.or.jp
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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9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：H29年度開催公演は1992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／
札幌トヨタ自動車労働組合／
㈱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／
パナソニック㈱エコソリューションズ社／
㈲すずらん乗馬クラブ

「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

次号KitaraNEWS12.1月号は
11月25日頃発行予定です。

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 30

（公演あり）

a

b
c
ji

指揮／大木 秀一、尾﨑 あかり、鈴木 輝昭（客演）
伴奏／角田 裕美、豊田 早苗、中村 和乃子
合唱／HBC少年少女合唱団
「美しく青きドナウ」、「がっこうのうた」、「夢の木」　他
13:00　d 全席自由　700円
HBC少年少女合唱団2011-232-5842

a
b

c
ji

ピアノ／カワイ音楽教室生徒
ショパン：バラード 第3番

スケルツォ 第1番　他
10:00　d 全席自由　1,050円
カワイ音楽教室2011-231-8674

a
b

c
ji

吹奏楽／情熱の赤いバラ吹奏楽団
スパーク：パントマイム、祝典のための音楽
樽屋 雅徳：マードックからの最後の手紙
19:00　d 全席自由　300円
長谷川2080-3292-0204

第51回 HBC少年少女合唱団 
定期演奏会

2017 KAWAI
NOVEMBER CONCERT

情熱の赤いバラ吹奏楽団
～「今」を大切にする演奏会～

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a
c
d
ji

管楽器・打楽器合奏／札幌市内および近郊の小学生
10:00
全席自由　1,000円 ※小学生以下無料
佐藤 schoolband.sapporo@gmail.com

a
b
c
d

ji

ピアノ／カティア・ブニアティシヴィリ
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調「熱情」作品57　他
14：00
全席指定　一般5,000円 U25 2,000円

　Kitaraユースクラブ 1,000円
※Kitaraユースクラブ専用ページより申込み

Kitaraチケットセンター2011-520-1234

第46回 スクールバンド演奏会
（兼 全国小学校管楽器
  合奏フェスティバル予選）1日目

カティア・ブニアティシヴィリ
ピアノリサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a
c
d
ji

管楽器・打楽器合奏／札幌市内および近郊の小学生
10:00
全席自由　1,000円 ※小学生以下無料
佐藤 schoolband.sapporo@gmail.com

第46回 スクールバンド演奏会
（兼 全国小学校管楽器
合奏フェスティバル予選）2日目

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ソプラノ／エディタ・グルベローヴァ
指揮／ペーター・ヴァレントヴィッチ
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より 
“ひどいですって？
そんなことはおっしゃらないで”

ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
ベッリーニ：歌劇「夢遊病の女」より 

“ああ、もし私があと一度でも…
ああ、信じられないわ”　他

19:00
S15,000円 A12,000円 B9,000円 C7,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

エディタ・グルベローヴァ 
オペラ名曲を歌う

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／松浦 修
管弦楽／札幌フィルハーモニー管弦楽団
オッフェンバック（ロザンタール編曲）：
　バレエ音楽「パリの喜び」より
ブルックナー：交響曲 第8番 ハ短調（ハース版）
13:30
全席自由　1,500円
札幌フィルハーモニー管弦楽団事務局・伊東2080-3237-2595

a

b

c
d
ji

ライズ音楽院の生徒・講師による
ピアノ、ヴァイオリン、声楽、ボーカル、トランペット、
箏、チェロアンサンブル、ミニコンチェルト
ヴィクトリアン・キッチン・ガーデン組曲より
サイレントヌーン、エストレリータ、ドン・カルロス　他
10:30
全席自由　無料
ライズ音楽院2011-859-5638

札幌フィルハーモニー
管弦楽団
第57回 定期演奏会

ライズミュージックコンサート 2017

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮・ヴィオラ／御法川 雄矢（NHK交響楽団）
ヴァイオリン／森田 昌弘（NHK交響楽団）
管弦楽・合唱／俊友会管弦楽団、俊友会特別合唱団
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラと管弦楽のための

協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」
13:30　d 全席自由　2,000円
俊友会管弦楽団事務局・藤原203-3955-4072

a
b

c
ji

ピアノ／高島 真知子、名取 百合子、本田 真紀子　他
ブラームス：ハンガリー舞曲より
リスト：ハンガリー狂詩曲 第2番
インファンテ：アンダルシア舞曲　他
13:30　d 全席自由　2,000円
石澤2011-778-5759

俊友会管弦楽団特別演奏会
札幌公演

第18回 ピアノデュオコンサート

a

b

c
ji

指揮／林 正樹　チェロ／津留崎 直紀
管弦楽／カンマーフィルハーモニー札幌
ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲 ロ短調
モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」
19:00　d 全席自由　一般 4,000円 U25 2,000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5回 演奏会

オータムコンサート イン キタラ 2017

a
b

c
ji

指揮／髙橋 勝夫
モーツァルト：セレナード 第10番 変ロ長調 K.361「グラン・パルティータ」

協奏交響曲 変ホ長調 K.364より 第2楽章
19:00　d 全席自由　500円
山﨑2090-3399-0846

a
c
d
ji

ピアノ・声楽・合唱／川村、菅原、藤井、南出、美野の門下生
12:30
全席自由　無料
菅原2090-6442-9918

Katsuo Harmony 13th concert

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮／尾高 忠明（札響名誉音楽監督）
管弦楽／札幌交響楽団
［第一部］クラシック
　 ヴィヴァルディ：
　　ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」より「四季」
［第二部］ポップス 
　 リビングストン：ケ・セラ・セラ、007メドレー　他
13:30　d 全席自由　2,500円
札幌信用金庫2011-241-7949

第15回 さっしん
札響クラシック＆ポップスコンサート

Ticket
Center

a

b

c

ji

管弦楽／札幌交響楽団　指揮／佐藤 俊太郎
ヴァイオリン／正戸 里佳
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61
チャイコフスキー：交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」
14:00　d S3,000円 A2,000円 B1,000円

※申込みはJAF個人会員のみ
JAF札幌支部推進課2011-857-7129（平日9：00～17：30）

a

b

c
ji

歌唱／千年 さとみ　ヴァイオリン／坂本 夕佳
フルート／大島 さゆり　ピアノ／山下 ヤスシ
ベース／本間 洋佑　パーカッション／大山 賢司
映画「ボディガード」の主題歌より “I will always love you”
G線上のアリア
ニュー・シネマ・パラダイス　他
17:00　d 全席指定　無料
株式会社ナカジマ薬局2011-633-2345

音楽日和
～JAF会員のための音楽会～

ナカジマ薬局創立40周年
記念コンサート

a

b

c
d
ji

指揮／川越 守　他
管弦楽／北海道大学交響楽団
シベリウス：交響曲 第2番
チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」
川越 守：舞踏組曲「カムイ・ユーカラ」
18:00
［指定席］1,000円 ［自由席］800円
北海道大学管楽団2011-747-3136（呼）

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／宮﨑 陽江
ピアノ／マルコ・グリサンティ
ヴィオラ／ハンス＝クリスチャン・サルノー
チェロ／コンスタンタン・ネゴイタ　他
シューベルト：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D.574

華麗なるロンド ロ短調 D.895
ピアノ五重奏曲 イ長調 D.667「鱒」　他

14:00
全席指定　一般4,500円 学生 2,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

北海道大学交響楽団
第134回 定期演奏会

宮﨑 陽江 室内楽の調べ
ヴィルトゥオーゾ シューベルト

Ticket
Center

Ticket
Center

a
c
d
ji

主に札幌市内の小・中学生、高校生
10:00
全席自由　無料
さっぽろアートステージ実行委員会事務局 
2011-281-7117

さっぽろアートステージ2017
さっぽろスクール音楽祭

a

b

c
ji

ヴァイオリン／高嶋 ちさ子
12人のヴァイオリニスト

ホルスト：ジュピター
ベートーヴェン：交響曲 第9番 より
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
エルガー：威風堂々　他
15:00　d S5,800円 A4,800円
オフィス・ワン2011-612-8696

a
b

c
d
ji

ソプラノ／中田 友紀　ピアノ／浅井 智子
シューマン：ミルテの花 作品25より「献呈」

ピアノソナタ 第2番 ト短調 作品22
中田 喜直：「マチネ・ポエティク」による四つの歌曲　他
13:30
全席自由　2,000円
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

高嶋 ちさ子
12人のヴァイオリニスト
～Best Classics Harmony～

第1417回 札幌市民劇場
中田 友紀・浅井 智子 デュオリサイタル
～歌とピアノの響きが織りなす音の競演～

Ticket
Center

Ticket
Center

休館日

休館日

a

b

c
d

ji

指揮／ヘルベルト・ブロムシュテット
ヴァイオリン／レオニダス・カヴァコス
管弦楽／ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブルックナー：交響曲 第7番 ホ長調 WAB.107（ノーヴァク版）
19：00
S16,000円 A13,000円 B10,000円
C7,000円 U25（B・C） 3,000円
20周年感謝シート 完売
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

ヘルベルト・ブロムシュテット指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス
管弦楽団

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

フルート／阿部 博光
ピアノ／阿部 佳子
尾高 尚忠：フルート協奏曲 作品30b
マルティヌー：フルートソナタ 第1番
バーネット：グランド・ソナタ ト短調 作品41　他
19:00
全席自由　一般3,000円 学生2,000円
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

阿部 博光 
フルートリサイタルシリーズ Vol.12
デュオ結成35周年記念演奏会

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

指揮／ヴァレリー・ポリャンスキー
管弦楽／ロシア国立交響楽団
チャイコフスキー：交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

交響曲 第5番 ホ短調 作品64
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

18:30
S11,000円 A9,000円 B7,000円 C完売
道新プレイガイド2011-241-3871

a
b

c
d
ji

ピアノ／小山 実稚恵
J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集 第1巻より 第1番
ショパン：子守歌 変ニ長調 作品57
ベートーヴェン：ソナタ 第32番 ハ短調 作品111　他
19:00
全席指定　完売
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

ロシア国立交響楽団
〈シンフォニック・カペレ〉

小山 実稚恵
12年間24回リサイタルシリーズ
「音の旅」2006～2017
第24回 ～永遠の時を刻む～

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c

ji

サクソフォン／上野 耕平　パーカッション／石若 駿　他
吹奏楽／こぱんだウインドアンサンブル
前久保 諒：PANDASTIC!!
ミヨー（萩森 英明 編曲）：スカラムーシュ
挾間 美帆 編曲：ディズニー・メドレー　他
19:00　d 全席指定　一般1,000円 小中高生500円 

※Kitara Club会員のみチケット購入可能
Kitara Club事務局2011-520-2580

a

b

c
ji

尺八／藤原 道山　チェロ／古川 展生
ピアノ／妹尾 武
藤原 道山：一心～「和風総本家」挿入曲
リスト：愛の夢
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー　他
19:00　d 全席指定　5,800円
オフィス・ワン2011-612-8696

Kitara Club 会員限定コンサート
こぱんだ
ウインドアンサンブル

KOBUDO －古武道－
尺八・チェロ・ピアノ コンサート

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ピアノ／アドルフォ・バラビーノ
川島 美樹

ショパン：ノクターン 第1番、第2番、第19番
リスト：ピアノ協奏曲 第1番（2台のピアノによる）
ショパン：ピアノ協奏曲 第1番（2台のピアノによる）
19:00
全席自由　一般4,000円 ペア7,000円 学生2,500円
オフィス・ワン2011-612-8696

アドルフォ・バラビーノ 
川島 美樹
～4手で奏でるロマン派協奏曲の夕べ～

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ヴァイオリン／藤原 浜雄　ピアノ／三上 桂子
ドビュッシー：喜びの島
サン＝サーンス：ハバネラ 作品83
ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンの為のソナタ 

第7番 ハ短調 作品30-2　他
19:00
全席自由　一般4,000円 学生2,000円
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

三上 桂子プロデュースシリーズ
第18回 
モーストリー・チェンバー・ミュージック

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／グレブ・ニキティン（札幌大谷大学教授）
管弦楽／札幌大谷大学芸術学部音楽学科
ブラームス：交響曲 第1番 ハ短調
コダーイ：ブダ城のテ・デウム
19:00
全席自由 一般1,000円 小中高生500円
札幌大谷大学芸術学部音楽学科2011-742-1515（直通）
（受付：平日9：00～18：00、土日祝休み）

札幌大谷大学芸術学部音楽学科
第12回 定期演奏会 Ticket

Center

Ticket
Center

a
b

c
ji

吹奏楽／北海道教育大学スーパーウィンズ
シュトラウス（田村 文生 編曲）：交響詩「アラベラ」
ラヴェル（山本 裕之 編曲）：ツィガーヌ
バルトーク（阿部 俊祐 編曲）：
　弦楽のためのディヴェルティメント 第3楽章　他
19:00　d 全席自由　1,000円
北海道教育大学合奏研究室20126-32-0391

北海道教育大学
スーパーウィンズ2017
10th Anniversary Concert!!
～新しい地平線の向こう側～

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／服部 百音
ピアノ／三又 瑛子
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ヘ短調
ショーソン：詩曲
マスネ：タイスの瞑想曲
エルンスト：「夏の名残のばら」による変奏曲
ラヴェル：ツィガーヌ　他
19:00
全席指定　5,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

服部 百音
ヴァイオリン・リサイタル

Ticket
Center

保守点検 リハーサル

リハーサル

保守点検

a
c
d
ji

陸上自衛隊 第11音楽隊
18:30
全席指定　無料（往復ハガキによる事前応募制）
第11音楽隊総務係
2011-581-3191（内線3301又は3319）

陸上自衛隊 第11音楽隊
第20回室内楽演奏会

〈           ワールドオーケストラ&合唱シリーズ〉

〈           ワールドソリストシリーズ〉

渋谷ギター音楽院 55周年記念発表会

a
b

c
d

ji

指揮／福田 善亮
グリンカ：ルスランとリュドミラ
ショスタコーヴィチ：祝典序曲
18:30
全席自由　一般800円 小中高生500円

（当日 1,000円 小中高生700円）
阿部2080-1898-7414

a

c
d
ji

ギター（独奏）／渋谷ギター音楽院 生徒・講師
堀井 義則（客演）

ギター（合奏）／渋谷 環 室内ギターアンサンブル、ギター合奏団ドルチェ
10:40
全席自由　無料
渋谷ギター音楽院2011-302-3329

ブリティッシュブラス札幌 第13回 定期演奏会
Ticket
Center

（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

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

リハーサル

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／西本 幸弘
ピアノ／大伏 啓太
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第4番 イ短調 作品23
ヘンデル：ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 HWV371
フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 作品13
ラフ：カヴァティーナ　他
19:00
全席自由　一般3,000円 学生1,500円 ペア5,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

西本 幸弘
ヴァイオリン・リサイタルシリーズ
VIOLINable ディスカバリー vol.4

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

バリトン／アンドレイ・ブレウス　ピアノ／ユリヤ・レヴ
ヴェルディ：オペラ『マクベス』より「慈愛と誇りと愛」
チャイコフスキー：オペラ『エヴゲーニィ・オネーギン』より 
　オネーギンのアリア「貴方は私に手紙を下さった」
モーツァルト：オペラ『ドン・ジョバンニ』より
　「ドン・ジョバンニのセレナーデ」
ルービンシュタイン：オペラ『皇帝ネロ』より 祝婚歌
ラフマニノフ：オペラ『アレコ』より 「月は高く輝く」　他
18:30
全席自由　一般3,000円 小中高・大学生1,000円（当日 3,000円）
heraldsapporo@gmai.com 203-3793-6325

アンドレイ・ブレウス リサイタル
ロシアのオペラファンに絶大な人気を誇る実力派バリトン！

アルザスワイン11月7日（火）一般発売開始！！
～パイプオルガンの故郷アルザスから届いた清らかなワイン～

Kitara Kids 
ミュージック＆アーツ クラブ

第7回 開催決定！

［日時］ 2018年1月28日（日）
 10：00開始　15：00終了予定
［場所］ 札幌コンサートホール 大リハーサル室
［出演］ ピアノ／仲道 郁代　絵本作家／そら
［料金］ 2,000円
※申込方法等の詳細は決まり次第札幌コンサート
　ホールホームページでお知らせします。
［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）

■期　間 : 2018年2月20日（火）～24日（土）（受講生選考オーディションは2月19日（月）に実施）
■場　所 : 札幌コンサートホールKitara
■コース : ピアノコース定員20名・組／チェロコース定員10名・組
■対　象 : [受講生]
　　　　　音楽高校・音楽大学在学・卒業あるいは同等の能力をお持ちで、
　　　　　オーディションに合格した方

[聴講生]
応募資格は問いません。

■料　金 : ［オーディション料］5,000円／［受講料］40,000円
［聴講料（全期間）］15,000円

■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
　　　　　チェロ／ミクローシュ・ペレーニ
■申込締切 : 12月1日（金）必着

第21回 リスト音楽院セミナー  受講生・聴講生募集

■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)
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。http://www.kitara-sapporo.or.jp

毎年ご好評いただいておりますKitaraセレクトワイン
が、今年もパイプオルガンの故郷、フランス・アルザス地
方から届きました。
1636年からワイナリーを構える由緒ある作り手「ポー
ル・ジャングランジェ」による、アルザスを代表する2種類
の白と、これからの季節にぴったりのスパークリング、果
実味あふれる赤の全4種類をKitaraショップで販売予
定です。
薫り高く透明感のある味わいを、この機会にぜひお楽し
みください。



■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。

9
月 
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・
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行 
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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.126

⬆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
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豊平館
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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

●
●

■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

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

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。

2017年度の会員限定コンサートに
ついては、11月13日（月）の公演情
報欄をご覧ください。

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

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

COCOAR2


