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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。

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11月20日～2018年1月末日まで
表　　　　　紙

12 -1月号のスペシャルコンテンツ！！

「12月23日（土・祝）　　　　のクリスマス」公演に出演するピアニスト 清水 和音氏の
特別コメントや公演に関する動画をご覧いただけます！ぜひお見逃しなく♪

Sat
開館20周年記念
オルガンガラコンサート

12/9エマニュエル・パユ（フルート）＆
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

Tue
12/5〈           ワールドソリストシリーズ〉

Sat12/23 のクリスマス Sun20181/14 のニューイヤー

エマニュエル・パユエマニュエル・パユ
©Josef Fischnaller licensed to EMI Classics エリック・ル・サージュエリック・ル・サージュ ©King Records

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 ©Dario Eusse

©Masahide Sato ©Mana Miki高関 健 清水 和音 フォルクハルト・シュトイデ 札幌交響楽団 ©Y .Fujii

協賛： 事業協賛：



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

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29年度開催公演／1992年以降にお生まれの方
●平成30年度開催公演／1993年以降にお生まれの方

藤村 実穂子
©R&G Photography

2018.2.15［木］ 小ホール 発売中発売中

バイロイト音楽祭やミラノ・スカラ座への出演、ベルリン・フィル、ウィーン･フィルや
ロイヤル・コンセルトヘボウ管との共演など、現在最高のメゾソプラノとして世界第
一線で活躍する藤村 実穂子の4年ぶりとなる札幌公演が実現しました。どこまでも
真摯に、そして謙虚に音楽と向き合う彼女から発せられる歌声は限りなく優しく艶
やかで、聴く者の心の中に深く沁みわたります。

■出　　  演

■プログラム

メゾソプラノ／藤村 実穂子
ピアノ／ヴォルフラム・リーガー
シューベルト：糸を紡ぐグレートヒェン D118
ワーグナー：ヴェーゼンドンクの詩による歌曲
ブラームス：セレナーデ 作品106-1
マーラー：リュッケルトの詩による歌曲　他

藤村 実穂子 メゾソプラノリサイタル

開場18：30 開演19：00

ワールドソリストシリーズ〉〈

Kitaraチケットセンター 年末年始休業のお知らせ 2017年12月29日(金)～2018年1月4日(木)は窓口・電話予約ともにお休みさせていただきます。

心ゆくまでたのしむ、パイプオルガンの音色

坂口 貴信
©中村 治

花柳 達真

和と洋で祝う、新年の調べ

毎年、新年を華やかに彩る「Kitaraのニューイヤー」。今回は、
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスター、
フォルクハルト・シュトイデを迎え、札響の演奏でブルッフの
「ヴァイオリン協奏曲 第1番」や、ニューイヤーコンサート定番
のワルツやポルカなど、名曲の数々をお届けします。

大ホール

発売中発売中

■出　　  演

■プログラム

ヴァイオリン／フォルクハルト・シュトイデ（コンサートマスター・独奏）
管弦楽／札幌交響楽団
ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ヨハン・シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ 作品314　他

2018.1.14［日］ 開場14：15 開演15：00

のニューイヤー
この公演では、わかりやすい解説を交えながら、能
楽と日本舞踊をお届けします。新年にぴったりな「高
砂」をはじめ、浦島太郎を題材にした日本舞踊「浦
島」、そして「船弁慶」では能楽と日本舞踊が共演。
「難しそう」と感じている方にこそ楽しんでいただき
たい、古典芸能が身近になる90分！

小ホール

発売中発売中

■出　　  演

■プログラム

能楽：シテ／坂口 貴信　笛／一噌 幸弘　大鼓／亀井 広忠　他
日本舞踊：立方／花柳 達真　長唄　唄／杵屋 利次郎、真鍋 昴太郎

三味線／簑田 弘大、都築 明斗　囃子／堅田 喜久巳社中
能楽　舞囃子「高砂」　　日本舞踊　長唄「浦島」
能と日本舞踊による「船弁慶」

2018.1.20［土］ 開場13：30 開演14：00
〈15：30終演予定〉

はつ春に楽しむ古典芸能の調べ

フォルクハルト・シュトイデ

Kitaraのシンボル、パイプオルガン。これまで、19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。

大ホール 発売中発売中

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（初代札幌コンサートホール専属オルガニスト）
イヴ・ラファルグ（第2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（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（ボヴェ編曲）：4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1065
ベートーヴェン（ラファルグ編曲）：交響曲 第7番 イ長調 作品92より 

第2楽章 アレグレット
メンデルスゾーン：オルガン・ソナタ イ長調 作品65-3
チャイコフスキー（ラファルグ編曲）：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

開館20周年記念
オルガンガラコンサート

パスカル・マルソー
ⒸDario Eusse

イヴ・ラファルグ

マルタン・グレゴリウス マルタン・グレゴリウス

■出　　  演

■プログラム

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：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ヴィヴァルディ：「四季」より 冬 第2楽章 ラルゴ　
グレゴリウス：日本とポーランドの曲に

基づく即興演奏　他

オルガンウィンターコンサート
毎年大好評、日曜の午後にワンコイン
（500円）で楽しむオルガンコンサート。
みなさまご存じの、J.S.バッハ「トッカー
タとフーガ ニ短調 BWV565」や、「目
覚めよ、と呼ぶ声あり BWV645」など
の名曲に加え、グレゴリウスが得意とす
る即興演奏も披露します。終演後は、「パ
イプオルガンまるわかり！バックステー
ジツアー」（事前応募制）もお楽しみに。

2018.2.4［日］ 開場15：00 開演15：30
〈16：15終演予定〉

のクリスマス 
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、至福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

開場18：30 開演19：00

ワールドソリストシリーズ〉〈

エマニュエル・パユ
  ©Josef Fischnaller licensed

to EMI Classics

12.23［土・祝］ 大ホール

発売中発売中

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、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
ソリストに迎え、華やかなクリスマスのひ
とときをお届けします。

■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
バーンスタイン：｢ウェストサイド物語｣より シンフォニック･ダンス
アンダーソン：クリスマス・フェスティバル　他

開場14：15 開演15：00

高関 健
ⒸMasahide Sato

エリック・ル・サージュ
  ©King Records 清水 和音

ⒸMana Miki

※バックステージツアー詳細については12月カレンダーページを参照

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：H29年度開催公演は1992年以降、H30年度開
催公演は1993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。

12
December 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

a

b

c
d

ji

指揮／マックス・ポンマー（札幌交響楽団首席指揮者）
ソプラノ／針生 美智子　メゾソプラノ／富岡 明子
テノール／櫻田 亮　バリトン／久保 和範
合唱／札響合唱団　管弦楽／札幌交響楽団
J.S.バッハ：クリスマス・オラトリオ BWV248より

第1、第2、第5、第6カンタータ
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

札幌交響楽団
第605回 定期演奏会（昼公演）
～歓喜を前に、クリスマスの歌声を～

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

オルガン／パスカル・マルソー（初代専属オルガニスト）
イヴ・ラファルグ（第2代専属オルガニスト）
マルタン・グレゴリウス（第19代専属オルガニスト）

J.S.バッハ（ボヴェ編曲）：
　4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1065　他
15：00
全席指定 一般 2,000円  U25シート 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

b

c

d
ji

［第1部］ フルート／髙橋 公子
［第2～4部］ ピアノ／前田 理絵、原口 美雪、

山口 朋子の門下生
モンティ：チャルダッシュ　ドビュッシー：アラベスク
ランゲ：花の歌　モーツァルト：きらきら星変奏曲
［第1部］10:40
※［第2～4部］の開演時間はお問い合わせ下さい。
全席自由　無料
山口2090-2695-5581

開館20周年記念
オルガンガラコンサート

第20回 Klar発表会

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／広上 淳一（札幌交響楽団友情客演指揮者）
ソプラノ／中村 恵理　メゾソプラノ／中島 郁子
テノール／吉田 浩之　バリトン／甲斐 栄次郎
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：交響曲 第9番 ハ長調 K.73
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（B・P）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
ji

合唱／北海道教育大学混声合唱団
鈴木 輝昭：いのち
大野 克夫：勝手にしやがれ
モーツァルト：オペラ『魔笛』より「序曲」
13:30　d 全席自由　500円
冨田2090-2056-3639

札響の第9（1日目）

北海道教育大学混声合唱団
第40回 JOINT CONCERT

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

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
15：00
S5,000円 A4,000円 B3,000円
U25シート （各席） 1,500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

b

c
d

ji

吹奏楽／当別アンサンブルファミリー
司会・語り／金田一 仁志
福田 洋介：さくらのうた　ヒル：セント・アンソニー・ヴァリエーションズ
福島 弘和：スーホの白い馬 ～音楽と語りのための～
13:30
全席自由　無料
（要整理券。Kitaraチケットセンターにて配布。整理券をお持ちの方で
も満席の場合はご入場頂けない場合がありますので、ご了承ください）
鰐渕2090-8707-9686

当別アンサンブルファミリー
20周年記念演奏会

Ticket
Center

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：吹奏楽のための協奏曲
久石 譲：スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より
16:00
全席自由　700円（当日 900円）
庄野2080-1872-1292

a

b

c
d
ji

箏／創明音楽会芳游会会員、遊佐 加津代
尺八／遊座 芳山、増井 黎山、米田 統山
牧野 由多可：編曲 砧
江戸 信吾：ソーランスケルツォ
13:30
全席自由　無料
遊佐2011-571-7134

北海学園大学吹奏楽団
第26回 定期演奏会

創明音楽会 芳游会
第30回 箏のしらべ

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

吹奏楽／札幌大学吹奏楽団
指揮／竹内 春樹
プリマ：シング・シング・シング
シェーンベルク：ミュージカル「レ・ミゼラブル」
メンケン：美女と野獣
15:00
全席自由　一般1,000円 学生800円

（当日 一般1,200円 学生1,000円）
札幌大学吹奏楽団（直通）2090-2055-1004

a
b

c
d
ji

指揮／志水 幸
エース：Make Her Mine －in Swing－
真島 敏夫 編曲：美女と野獣
14:00
全席自由　無料
富田2080-1862-8213

札幌大学吹奏楽団
第37回 定期演奏会

北海道医療大学吹奏楽団
第24回 定期演奏会

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／広上 淳一（札幌交響楽団友情客演指揮者）
ソプラノ／中村 恵理　メゾソプラノ／中島 郁子
テノール／吉田 浩之　バリトン／甲斐 栄次郎
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：交響曲 第9番 ハ長調 K.73
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（B・P）1,500円
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a
b

c
ji

ピアノ／野谷 恵とピアノ講師を中心とする門下生
ショパン：バラード 第1番、ソナタ 第3番 4楽章
リスト：ラ・カンパネラ　他
19:15　d 全席自由　2,000円
野谷2011-252-3393

札響の第9（2日目）

野谷 恵と門下生による ピアノコンサート 2017 “音の色”

a
b

c
ji

指揮／余田 安広　演奏／Ten piece Brass Band “K-Brass”
ヘンデル：「水上の音楽」より　ロッシーニ：「音楽の夜会」より
P.ハーパー 編曲：「ラスト・ナイト・オブ・ザ・プロムス」より
13:30　d 全席自由　一般1,000円 小中高生500円
㈱テンフードサービス2011-784-9292

Ten piece Brass Band “K-Brass” 3rd concert

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
ji

指揮／吉川 小雪　吹奏楽／北海道大学連合吹奏楽団
A.L.ウェバー：オペラ座の怪人
ホルスト：吹奏楽のための第二組曲
久石 譲：「もののけ姫」セレクション
15:00　d 全席自由　800円
北海道大学連合吹奏楽団2011-747-3136

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
札幌市立陵北中学校合唱部（賛助出演）
信長 貴富：アイヌ歌謡による無伴奏女声合唱集
　　　　　　「神さま、飛び立つよ」
youth case：ふるさと　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）
　　　　　※未就学児ひざ上鑑賞無料
　　　　　※指定席はKitaraの取扱いなし
茨戸2090-8426-4580

北海道大学連合吹奏楽団
第45回 定期演奏会

ウィスティリアアンサンブル
13th Concert

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／マックス・ポンマー（札幌交響楽団首席指揮者）
ソプラノ／針生 美智子　メゾソプラノ／富岡 明子
テノール／櫻田 亮　バリトン／久保 和範
合唱／札響合唱団　管弦楽／札幌交響楽団
J.S.バッハ：クリスマス・オラトリオ BWV248より

第1、第2、第5、第6カンタータ
19:00
SS6,500円 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
ji

ピアノ／新海 節　メゾソプラノ／岩森 美里
ドビュッシー：ベルガマスク組曲
リスト：伝説 S.175
3つのペトラルカのソネット S.270a　他
19:00　d 全席自由　3,000円
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

札幌交響楽団
第605回 定期演奏会（夜公演）
～歓喜を前に、クリスマスの歌声を～

新海 節 ピアノリサイタル
－ピアノソロと歌曲伴奏の夕べ－

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ピアノ／三上 絵里香
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57「熱情」
クルターグ：8つのピアノ小品 作品3
デュティユー：ピアノ・ソナタ　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 SAPPORO13
三上 絵里香 ピアノ・リサイタル

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ソプラノ／マルタ・ボベルスカ
トランペット／オマール・トマゾーニ
ピアノ／イェルーン・バル
シューベルト：アヴェ・マリア
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー　他
18:30
全席指定　3,800円
道新プレイガイド2011-241-3871

天使のおくりもの
聖なるクリスマス

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

指揮／山内 太郎
マスカーニ：歌劇「仮面」序曲
貴志 康一：交響組曲『日本スケッチ』より 第4楽章「祭り」
長谷川 武宏：Sirius～迷宮の光彩～
18:30
全席自由　500円（当日 600円）
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）

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、中川 麻衣子、
佐々木 信江、菊地 志野の門下生

モーツァルト：ピアノ協奏曲（2台）
ぐるぐる連弾　

ロッシーニ：ウィリアム・テルより「序曲」（2台8手）
ブラームス：ピアノソナタ 第1番　他
11:10　d 全席自由　無料
斉藤2011-681-7271

北海道大学
チルコロ・マンドリニスティコ
「アウロラ」
第94回 定期演奏会

第28回 ブリランテ ジュニアコンサート

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

管弦楽・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
レスピーギ：交響詩「ローマの祭り」
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ ハ長調 作品48
髙田 三郎：水のいのち
18:30
全席自由　1,000円
谷内2090-3395-4256

平成29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

吹奏楽／北海道ディレクターズバンド
指揮／阿部 博光
ラヴェル：ボレロ
マーラー：交響曲 第5番より　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

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

北海道ディレクターズバンド
第25回 定期演奏会

第27回 
グレンツェンピアノコンクール
札幌本選（2日目）

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ピアノ／鈴木 飛鳥
指揮／飯森 範親
管弦楽／札幌交響楽団
チャイコフスキー：序曲「1812年」 作品49

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

19:00
S2,000円 A1,000円
あいプラン ラブ&サンクスコンサート事務局
2080-8628-6373

あいプラン
ラブ&サンクスコンサート

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27回 
グレンツェンピアノコンクール
札幌本選（1日目）

休館日

休館日

休館日 休館日

a

b
c
d

ji

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　他
19：00
S6,000円 A5,000円 B4,000円 
U25シート （A・B）2,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

エマニュエル・パユ（フルート）＆
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

Ticket
Center

〈           ワールドソリストシリーズ〉

リハーサル リハーサル リハーサル

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／板垣 登喜雄
ピアノ／森田 義史
フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調
グリーグ：ヴァイオリンソナタ ハ短調
ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第3番 ニ短調
18:30
全席自由　3,000円
板垣2011-374-4127

ソナタの夕べ・ヴァイオリン＆ピアノ
デュオ・コンサート

Ticket
Center

保守点検

保守点検
保守点検 保守点検

保守点検

c
d
ji

18:00
全席自由　一般2,000円 高校生以下1,000円
札幌コンセルヴァトワール2011-822-6984

宮澤 功行先生の古希お祝い演奏会 vol.3
〈札幌コンセルヴァトワール在校生・
　講師によるコンサート〉

リハーサル

リハーサル リハーサル

のクリスマス

リハーサル

（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

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歳以上の子どもとその保護者
申込：事前応募制

往復ハガキに、1～3を記載の上、12月1日
（金）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
※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

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
【対象】 5歳から小学6年生まで（定員30名）
【出演】 ピアノ／仲道 郁代　絵本作家／そら
【料金】 2,000円
【申込方法】 往復はがきでの申し込み
　12月1日（金）～12月15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）

■日時／2018年2月4日（日）16：40開始（1時間程度を予定）
■場所／札幌コンサートホール 大ホール
■オルガン／マルタン・グレゴリウス
■定員／30名　■料金／無料
■対象／「オルガンウィンターコンサート」のチケットを購入された方
         　（※未就学児不可。ご応募は購入チケット1枚につき1名様とさせていただきます）
■応募方法／往復はがきでの申込み
　2017年12月8日（金）の消印有効（※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます）
　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。
■問合せ／札幌コンサートホール事業課事業係 2011-520-2000（代）

マルタン・グレゴリウス

「パイプオルガンまるわかり！バックステージツアー」
参加者募集

2018年2月4日（日）に開催される「オルガンウィンターコンサート」の
チケット購入者限定のオルガン見学ツアーを開催します。

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新し、より使いや
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。

■応募締切／
　2018（平成30）年1月26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）

平成30年度
           アーティスト・サポートプログラム

企画募集 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。市民の皆さまからの参加を募集します。
■日時／2018年1月16日（火）
　　　　開場 14：00　開始 14：30
　　　　16：00終了予定
■会場／札幌コンサートホール　大ホール
　　　　（札幌市中央区中島公園1-15）
■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を記載の上、12月20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・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。

■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
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PERFORMANCE

CALENDAR

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：H29年度開催公演は1992年以降、H30年度開
催公演は1993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／
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KitaraNEWS2.3月号は
1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

31 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

c
d

ji

ピアノ／山下 洋輔
ギター／渡辺 香津美
歌唱／Ms.OOJA
指揮／現田 茂夫
管弦楽／札幌交響楽団
22:00
S7,000円 A6,000円 B4,000円
※北海道の条例により、午後11時以降は
　18歳未満の方は入場できません。
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

2017
HTB・朝日
ジルベスターコンサート

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／ヤツェク・カスプチェク
ピアノ／牛田 智大
管弦楽／ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
パデレフスキ：序曲 変ホ長調
ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調
ドヴォルジャーク：交響曲 第9番「新世界より」
15:00
S13,000円 A11,000円 B9,000円
C7,000円 D完売
オフィス・ワン2011-612-8696

ワルシャワ国立
フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤー・コンサート

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／山下 一史
管弦楽／札幌交響楽団
合唱指揮／長内 勲
合唱／Nコン合唱団　他
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」より
NHK全国学校音楽コンクール課題曲より　他
16:00
全席指定　無料（事前応募制）
応募方法はNHK札幌放送局ホームページをご覧
ください。http://www.nhk.or.jp/sapporo/
NHKプラネット「10代とつくるコンサート」係
2011-207-2499（平日10：00～18：00）

札響×NHK
10代とつくるコンサート

a

b
c
d

ji

ヴァイオリン／フォルクハルト・シュトイデ
（コンサートマスター・独奏）

管弦楽／札幌交響楽団
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26　他
15：00
S5,000円 A4,000円 B3,000円
U25シート（各席）1,500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a
c
d
ji

ピアノ・管弦楽・歌唱／一般公募の参加者
10:30
全席自由　1,000円
NPO法人 北海道音楽文化アカデミー 
2011-643-6677

第11回 ほっかいどう
ミュージックフェスティバル

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／川越 守、中山 耕一
管弦楽／北海道交響楽団
ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」作品235
チャイコフスキー：バレエ「眠りの森の美女」組曲
ショスタコーヴィチ：交響曲 第11番 ト短調 作品103「1905年」
14:00
［指定席］1,500円（当日 2,000円）
［自由席］一般1,000円 小中高生700円

（当日 一般1,500円 小中高生1,000円）
吉田2011-816-8584

a
b

c
d

ji

ピアノ／澤田 昌子門下生
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」
サン＝サーンス：アレグロ・アパッショナート
フォーレ：組曲「ドリー」
15:30
全席自由　無料（要整理券）
※事前の電話での申込必要
澤田2011-644-8082

北海道交響楽団
第85回 演奏会

Klangfarbe ピアノ発表会

Ticket
Center

a

c
ji

ピアノ／仲道 郁代　絵本作家／そら
場所：大リハーサル室　他

※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。）

10：00（15：00終了予定）
札幌コンサートホール事業課事業係2011-520-2000

Kitara Kids
ミュージック＆アーツ クラブ 第7回

a

b
c
d
ji

能楽 シテ／坂口 貴信　他
日本舞踊 立方／花柳 達真　他
能と日本舞踊による「船弁慶」　他
14：00
全席指定　一般 3,500円 U25シート 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

はつ春に楽しむ古典芸能の調べ
Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／マックス・ポンマー（札幌交響楽団首席指揮者）
ピアノ／小菅 優　管弦楽／札幌交響楽団
ラウタヴァーラ：鳥と管弦楽のための協奏曲「極北の歌」
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
メンデルスゾーン：交響曲 第3番 イ短調 作品56「スコットランド」
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

札幌交響楽団
第606回 定期演奏会（昼公演）
～北の自然と管弦楽がとけあう…「極北の歌」～

Ticket
Center

a
c
d

ji

札幌市消防音楽隊
14：30～16：00（予定）
無料
定員：700名
申込：事前応募制

往復ハガキに、1～3を記載の上、12月20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・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

演奏付き防災訓練

a

b

c
d

ji

指揮／菅原 克弘
吹奏楽／札幌市消防音楽隊
真貝 裕司（市民ゲスト）
レノン、マッカートニー：オブラディ・オブラダ
フランソワ、ルヴォー：マイ・ウェイ
メンケン：美女と野獣　他
18:30
全席指定　無料（事前応募制）
（申込締切11月30日（木） 当日消印有効）
※往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・申込人
数（はがき1枚につき4名まで）を明記し、札幌市
消防学校（〒063-0850 西区八軒10条西13
丁目）宛てにご郵送ください。
札幌市コールセンター2011-222-4894

札幌市消防音楽隊
119ニューイヤーコンサート
2018

a

b

c
d

ji

指揮／マックス・ポンマー（札幌交響楽団首席指揮者）
ピアノ／小菅 優　管弦楽／札幌交響楽団
ラウタヴァーラ：鳥と管弦楽のための協奏曲「極北の歌」
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
メンデルスゾーン：交響曲 第3番 イ短調 作品56「スコットランド」
19:00
SS6,500円 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
ji

ソプラノ／佐々木 アンリ　ピアノ／新堀 聡子
ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集
プッチーニ：オペラ「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”

オペラ「トスカ」より “歌に生き、愛に生き”　他
19:00　d 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606回 定期演奏会（夜公演）
～北の自然と管弦楽がとけあう…「極北の歌」～

新進演奏家育成プロジェクト
リサイタル・シリーズ SAPPORO14
佐々木 アンリ ソプラノ・リサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

休館日 休館日 休館日 休館日

舞台点検

リハーサル リハーサル

a
b
c
d
ji

GONTITI
未定
17:00
全席指定　6,000円
㈱マウントアライブ2011-623-5555

新春生音三昧 2018
Ticket
Center

のニューイヤー

休館日

リハーサル

保守点検

リハーサル

a

b

c
d

ji

指揮／山下 顕
演奏／陸上自衛隊第11旅団第11音楽隊
酒井 格：森の贈り物
グレイアム：キャッツ・テイルズ
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
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。
お申し込み開始：11/1（水）
締切：12/15（金）必着
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43回 定期演奏会

a

b

c
d

ji

アンサンブルグループ奏楽
　オーボエ／岩崎 弘昌（札幌交響楽団）
　トランペット／松田 次史　他
世界旅行音楽団つきのさんぽ　他
J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよ
松山 千春：大空と大地の中で
ロータ：太陽がいっぱい
虹と雪のバラード　他
19:00
［指定席］S4,500円
［自由席］A3,000円 U25（A）1,500円
コンサート事務局2011-241-0850

アンサンブルグループ奏楽
10th ANNIVERSARY CONCERT
SORA with HOKKAIDO

Ticket
Center

リハーサル

（関係者のみの公演がございます）

リハーサル

リハーサル

「武満 徹」展
　ギャラリー第21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。

第21回リスト音楽院セミナー
講師による特別コンサート

ミクローシュ・ペレーニ
チェロリサイタル

■期間：2018年2月20日（火）～24日（土）
■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
チェロ／ミクローシュ・ペレーニ

■申込締切：2017年12月1日（金）

各日、1日聴講券も販売します。
■料金：一般3,000円　学生1,000円（予定）
■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）

■日時：2018年2月20日（火）
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
■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5番 ハ短調 BWV1011　他
■料金：全席指定　一般4,500円

U25シート2,000円
■お問い合わせ：
　Kitaraチケットセンター 2011-520-1234

日本を代表する現代音楽作曲家の武満 徹をご紹
介する展示を開催いたします。当ホールが所蔵す
る貴重な写真や資料でその幅広い活動と魅力を
紹介します。

■期間／12月23日（土・祝）～3月4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）

「札幌交響楽団ものがたり－創立からの軌跡」展は好
評につき、12月19日（火）まで展示期間を延長いた
します。



■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.127

⬆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

S
❶

●市
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中
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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

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

COCOAR2


