
札幌コンサートホール公演情報

S A P P O R O  C O N C E R T  H A L L　  　　 P E R F O R M A N C E  C A L E N D A R

8  9
2018

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7月20日～9月末日まで
表　　　　　紙

8 - 9月号のスペシャルコンテンツ！！

協賛：

第19代札幌コンサートホール専属オルガニストのマルタン・グレゴリウスによる特別コメント動画をご覧
いただけます。また、8/18（土）マルタン・グレゴリウス フェアウェルオルガンリサイタルの公演情報や、
7/1（日）に発売したCD収録曲の試聴もできますので、お見逃しなく！

9/9 Sun

8/18 Sat

9/29Sat

マルタン・
グレゴリウス
フェアウェル
オルガンリサイタル

トン・コープマン指揮  アムステルダム・バロック
管弦楽団＆合唱団  J.S.バッハ 「ミサ曲 ロ短調」

シモン・ボレノ
デビューリサイタル

ウィーン・V.ルジェリウス・ピアノ三重奏団

アムステルダム･バロック管弦楽団＆合唱団トン・コープマン
©Foppe Schut ©Foppe Schut

マルタン･グレゴリウス

8/2 Thu
ウィーンの時間は
ゆったりと

第19代札幌コンサートホール
専属オルガニスト

第20代札幌コンサートホール
専属オルガニスト

〈           ランチタイムコンサートⅠ〉

〈           ワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉

シモン・ボレノ
©tekoaphotos

幌コンサートホール公演

E R T  H A L L　  　　 M A N C E  C A L E N D A R

8  9
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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7月20日～9月末日まで

表　　　　　紙

8 - 9月号のスペシャルコンテンツ！！

協賛：

第19代札幌コンサートホール専属オルガニストのマルタン・グレゴリウスによる特別コメント動画をご覧

いただけます。また、8/18（土）マルタン・グレゴリウス フェアウェルオルガンリサイタルの公演情報や、

7/1（日）に発売したCD収録曲の試聴もできますので、お見逃しなく！

9/9 Sun

8/18 Sat

9/29Sat

マルタン・
グレゴリウス
フェアウェル
オルガンリサイタル

トン・コープマン指揮  アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団  J.S.バッハ 「ミサ曲 ロ短調」

シモン・ボレノ
デビューリサイタル

ウィーン・V.ルジェリウス・ピアノ三重奏団

アムステルダム･バロック管弦楽団＆合唱団

トン・コープマン
©Foppe Schut

©Foppe Schut

マルタン･グレゴリウス

8/2 Thu
ウィーンの時間はゆったりと

第19代札幌コンサートホール専属オルガニスト

第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト

〈           ランチタイムコンサートⅠ〉

〈           ワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉

シモン・ボレノ
@tekoaphotos



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30年度開催公演／1993年以降にお生まれの方

ウィーン・V. ルジェリウス・ピアノ三重奏団
マルタン・グレゴリウス

ランチタイムコンサートⅠ〉〈

トン・コープマン指揮
アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
J.S.バッハ「ミサ曲 ロ短調」
古楽の第一人者 トン・コープマンが、アムステルダ
ム・バロック管弦楽団＆合唱団と共に再び札幌へ！
古楽のスペシャリストたちによって音楽史上に輝く
バッハの最高傑作が蘇ります。

大ホール

発売中発売中
9.9［日］

■出　　  演

■プログラム

指揮／トン・コープマン　ソプラノ／マルタ・ボス
カウンターテナー／マルテン・エンゲルチェズ
テノール／ティルマン・リヒディ　バス／クラウス・メルテンス
管弦楽・合唱／アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
J.S.バッハ：フーガ ト短調 BWV578「小フーガ」
 （オルガン独奏／トン・コープマン）
 ミサ曲 ロ短調 BWV232

開場15：30  開演16：00
〈18：20終演予定〉

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〉〈

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
フェアウェル
オルガンリサイタル
2017年9月から第19代札幌コンサートホール専
属オルガニストを務めた、マルタン・グレゴリウスのさ
よなら公演。最後を飾るにふさわしい名曲の数々や、
新作委嘱作品のお披露目まで、1年間の感謝を込め
て演奏します。好評の即興演奏が聴けるラストチャン
スです。

大ホール

発売中発売中
8.18［土］

■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：前奏曲とフーガ ロ短調 BWV544
ヴィエルヌ：幻想的小品集 作品53より 第2曲 シシリエンヌ
杉山 佳寿子（北海道作曲家協会）：オルガンのための「水紋」（委嘱作品／初演）　他

開場13：30 開演14：00

ウィーンの時間は
ゆったりと
音楽の都 ウィーンの薫りを感じさせる演
奏と楽しいトークが好評の3人が贈る
Kitaraランチタイムコンサート。軽やかな
音色が、皆さまを午後の癒しのひとときへ
と誘います。

小ホール

発売中発売中
8.2［木］

■出　　  演

■プログラム

ピアノ三重奏／ウィーン・V. ルジェリウス・ピアノ三重奏団
ヴァイオリン／森川 耕太　チェロ／森川 敏子　ピアノ／黒木 由香
シュトラウス2世：チク・タク・ポルカ 作品365
 ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
 ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314　他

開場12：30  開演13：00
〈14：00終演予定〉

昨年度の公演より

「ヘンゼルとグレーテル」
室内オペラ

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」は、グリム童話をも
とに、ドイツの作曲家、フンパーディンクが作曲した
世界中で愛されているメルヘン・オペラの名作。森
の中のお菓子の家、魔女、眠りの精などが登場し、お
とぎ話の世界が美しい音楽で綴られます。日本語上
演で、5歳のお子さまから入場できます。はじめてご
覧になるオペラとしてもぴったりです。

10.13［土］・14［日］

■制作・出演
■プログラム

北海道二期会
フンパーディンク：歌劇「ヘンゼルとグレーテル」（全3幕／日本語上演）
※両日ともに同じ内容の公演です

トン・コープマン
©Foppe Schut

アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
©Foppe Schut

第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト
シモン・ボレノ
デビューリサイタル
この9月から1年間の任期で、フランス出身のシモ
ン・ボレノが第20代札幌コンサートホール専属オル
ガニストに就任します。フランス各地の教会での演奏
活動、またフランス現代作曲家たちとともに創作活
動も積極的に行っている彼の演奏は、同じくフランス
生まれのKitaraのオルガンをどのように響かせてく
れるのでしょうか。専属オルガニストとしてのスタート
となるデビュー公演をぜひお楽しみください。

大ホール

発売中発売中
9.29［土］

■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）
J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
グリニー：賛歌「太陽の昇る地平から」
フローレンツ：「賛歌」作品5より 第3曲 マリアの竪琴　他

開場13：30  開演14：00
〈15：30終演予定〉

内田 光子
Decca/©Justin Pumfrey

日本が誇る世界的なピアニスト 内田 光子によるソ
ロリサイタルを、今年はシューベルトの数あるピア
ノ・ソナタから選りすぐりの3曲でお贈りします。
既に高い評価を得ながら、今もなお、独自の音楽を
追求し続ける内田 光子。彼女の繊細で美しい世界を
堪能できる一夜を、どうぞお楽しみに。

大ホール

発売中発売中
10.24［水］

■出　　  演
■プログラム

ピアノ／内田 光子
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第7番 変ホ長調 D568
 ピアノ・ソナタ 第14番 イ短調 D784
 ピアノ・ソナタ 第20番 イ長調 D959

開場18：30  開演19：00

内田 光子
ピアノリサイタル

※本公演のチケット購入者を対象に、10月23日（火）にプレトークイベントを開
催いたします（要事前応募。応募締切：2018年8月21日（火）必着）。詳細
は、札幌コンサートホールホームページ、チラシをご覧ください。
■お問合せ　札幌コンサートホール事業課事業係 1011-520-2000（代）

5歳以上
入場可

小ホール

発売中発売中

開場14：30
開演15：00

各公演

シモン・ボレノ
©tekoaphotos

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7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：平成30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。
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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 1

a

b

c
d
ji

指揮／阿部 博光
管弦楽／HBCジュニアオーケストラ
ヴァイオリン／西本 幸弘　オルガン／吉村 怜子
サン＝サーンス：交響曲 第3番 ハ短調「オルガン付き」
サラサーテ：カルメン幻想曲
シベリウス：交響詩「フィンランディア」　他
15:00
全席自由　1,500円
HBCジュニアオーケストラ事務局2011-232-5842

a

c
d
ji

オカリナ／ライリッシュ・オカリナ連盟指導者
カリンバ／小田桐 陽一（客演）
12:30
全席自由　2,300円（当日 2,800円）
ライリッシュ・オカリナ連盟20120-53-0801

ウィーン公演記念演奏会
HBCジュニアオーケストラ
2018サマーコンサート

2018 ライリスト
オカリナ・アンサンブル・コンサート

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

管弦楽／札幌西高等学校管弦楽団
指揮／髙橋 利夫
ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 作品73
チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より抜粋

作品71a
スラヴ行進曲 作品31

18:00
全席自由　一般1,000円 小中高生500円
札幌西高等学校2011-611-4401

札幌西高等学校管弦楽団
第49回 定期演奏会

Ticket
Center

a

b
c
d
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：前奏曲とフーガ ロ短調 BWV544　他
14：00
全席指定 一般2,000円 U25 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

c
d
ji

ピアノ・声楽・管弦楽／東京音楽大学在学生・卒業生
ヴァイオリン／嶋田 慶子（客演）
ピアノ／山洞 智（客演）
16:00
全席自由　1,500円（当日 2,000円）
鈴木（代表）2090-8631-7088

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
フェアウェルオルガンリサイタル

第22回 東京音楽大学校友会
北海道支部演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

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

a

b

c
d
ji

ソプラノ／上田 敦子
ピアノ／近江 宏
山田 耕筰：からたちの花
髙田 三郎：くちなし
中田 喜直：ねむの花　他
13:30
全席自由　一般3,000円 学生1,500円
ミュージック・ギャラリー2011-211-1463

第28回
グレンツェンピアノコンクール
札幌予選

上田 敦子 ソプラノリサイタル
花をうたう

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）

リハーサル

リハーサル リハーサル

a

b
c
d
ji

ピアノ三重奏／ウィーン・V.ルジェリウス・ピアノ三重奏団
（ヴァイオリン／森川 耕太　チェロ／森川 敏子
ピアノ／黒木 由香）
シュトラウス2世：ワルツ「美しく青きドナウ」作品314　他
13：00
全席指定　一般2,000円 U25 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

ウィーンの時間はゆったりと Ticket
Center

〈           ランチタイムコンサートⅠ〉

a
c
d
ji

高校B編成、中学校A編成の部
9:45
全席自由　1,000円（当日1,200円）
札幌地区吹奏楽連盟・大内2080-8290-5724

第63回
全日本吹奏楽コンクール
北海道予選 札幌地区大会
（1日目）

Ticket
Center

a
c
d
ji

高校C編成、高校A編成の部
9:45
全席自由　1,000円（当日1,200円）
札幌地区吹奏楽連盟・大内2080-8290-5724

第63回
全日本吹奏楽コンクール
北海道予選 札幌地区大会
（2日目）

Ticket
Center

a
c
d
ji

小学校、大学小編成、職場・一般の部
9:45
全席自由　1,000円（当日1,200円）
札幌地区吹奏楽連盟・大内2080-8290-5724

第63回
全日本吹奏楽コンクール
北海道予選 札幌地区大会
（3日目）

Ticket
Center

休館日

a
c
d
ji

中学校B編成の部
9:45
全席自由　1,000円（当日1,200円）
札幌地区吹奏楽連盟・大内2080-8290-5724

第63回
全日本吹奏楽コンクール
北海道予選 札幌地区大会
（4日目）

Ticket
Center

a
c
d
ji

中学校C編成、大学の部
9:45
全席自由　1,000円（当日1,200円）
札幌地区吹奏楽連盟・大内2080-8290-5724

第63回
全日本吹奏楽コンクール
北海道予選 札幌地区大会
（5日目）

Ticket
Center

a
b

c
d

ピアノ／田中 文康
モーツァルト：ピアノソナタ 第12番 ヘ長調 KV332
ショパン：ポロネーズ 変イ長調 作品61「幻想」
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番 ハ短調 作品13「悲愴」
16:00
全席自由　無料
※整理券はございません。直接会場へお越しください。

田中 文康
ピアノリサイタル

リハーサル

a
b

c
d
ji

吹奏楽／北海道遠軽高等学校吹奏楽局
ウィリアムズ：交響組曲「ハリー・ポッター」
リード：アレルヤ！ラウダムス・テ（オルガン付）
18:30
全席自由　一般1,000円 小中高生500円
村田2090-5228-3209

北海道遠軽高等学校吹奏楽局
創部65周年記念
札幌特別演奏会

Ticket
Center

a

b
c
d

ji

指揮・ピアノ／宮川 彬良
パントマイム／三輪 亜希子、石田 さくら
管弦楽／札幌交響楽団
「白雪姫」メドレー、幸せのリズム　他
13:30 （約1時間の休憩無し演奏会）
全席指定　おとな2,000円 こども（中学生以下）1,000円
ひざ上鑑賞券付きおとな2,500円（ひざ上鑑賞は0～3歳を対象）
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

a

b

c

ji

指揮・ピアノ／宮川 彬良
パントマイム／三輪 亜希子、石田 さくら
管弦楽／札幌交響楽団
シンフォニック “ひよっこ”、交響的ビートルズ！、
シンフォニック・マンボNo.5　他
16:30　d 全席指定　一般4,000円 U25 1,500円
※こちらの公演は未就学児の入場は出来ません。
札幌交響楽団事務局2011-520-1771

札響夏休みスペシャル
アキラさんの大発見コンサート
オケパンⅢ「しあわせのリズム」

札響夏休みスペシャル
アキラさんのモダンコンサート
オケパンⅢ「しあわせのリズム」+α

Ticket
Center

Ticket
Center

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／大平 まゆみ
ピアノ／佐藤 勝重
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ
イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ 第2番
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ
19:00
全席自由　一般3,500円 小中学生1,500円

（当日 一般4,000円 小中学生1,500円）
※未就学児の場合はお問い合わせ下さい。
㈱Moon・PROMOTION2011-839-2808

大平 まゆみ
ヴァイオリンリサイタル 2018

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／木野 雅之
ピアノ／藤本 史子
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 作品108
ファリャ（コハンスキ編曲）：6つのスペイン民謡組曲
パガニーニ：カンタービレとワルツ ホ長調 作品12
ピアソラ：二調のミロンガ　他
19:00
全席自由　3,000円（当日 3,500円）
オフィス・ワン2011-612-8696

木野 雅之
ヴァイオリンの魅力 Vol.9

Ticket
Center

休館日

舞台点検

舞台点検

舞台点検

舞台点検

舞台点検

リハーサル

a

b

c
d

ji

指揮／尾高 忠明（札幌交響楽団名誉音楽監督）
ヴィオラ／今井 信子　管弦楽／札幌交響楽団
ヴォーン=ウィリアムズ：タリスの主題による幻想曲
エルガー：チェロ協奏曲 ホ短調 作品85（ヴィオラ版）
ウォルトン：交響曲 第1番 変ロ短調
19:00
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

ピアノ／駒崎 彩子　ソプラノ／今井 美玖
ハープ／原 日向子
ショパン：バラード 第3番
マイアベーア：アフリカの女より “さようなら美しい海岸”
リスト（ルニエ編曲）：夜鳴きうぐいす　他
19:00　d 全席自由　2,000円
荻原2080-5589-1079

札幌交響楽団
第611回 定期演奏会（夜公演）

G.むさしの新人演奏会 2018

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／尾高 忠明（札幌交響楽団名誉音楽監督）
ヴィオラ／今井 信子　管弦楽／札幌交響楽団
ヴォーン=ウィリアムズ：タリスの主題による幻想曲
エルガー：チェロ協奏曲 ホ短調 作品85（ヴィオラ版）
ウォルトン：交響曲 第1番 変ロ短調
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
d
ji

ソプラノ／平野 則子　ピアノ／鎌倉 亮太
ヴォルフ＝フェラーリ：4つのリスペット 作品12
プーランク：くじびき（全7曲）
グノー：歌劇「ファウスト」より “トゥーレの王～宝石の歌”　他
18:00
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

札幌交響楽団
第611回 定期演奏会（昼公演）

平野 則子 ソプラノリサイタル
愛の小部屋 13

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／米田 浩哉
吹奏楽／市立札幌新川高等学校吹奏楽部
スミス：華麗なる舞曲
メンケン：「ノートルダムの鐘」より
山下 国俊：演歌メドレー
17:00
全席自由　一般800円 中高生500円 ※小学生以下無料

（当日 一般・中高生ともに800円）
市立札幌新川高等学校・米田2011-761-6111

a
b
c
d
ji

ピアノ／第21回 北海道ショパン学生ピアノコンクール入賞者
ショパン：バラード 第3番　他
15:00
全席自由　一般2,000円 学生1,500円
日本ショパン協会北海道支部2011-231-8661

市立札幌新川高等学校吹奏楽部
第10回 定期演奏会

第21回
北海道ショパン学生ピアノコンクール
受賞記念コンサート

Ticket
Center

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／中川 さと子
チェロ／松崎 安里子
ピアノ／樋口 英子
モーツァルト：ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調 K502
ドヴォルジャーク：ピアノ三重奏曲 第4番 ホ短調 作品90「ドゥムキー」
ブラームス：ピアノ三重奏曲 第2番 ハ長調 作品87
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

アーク・トリオ 結成30周年記念演奏会
「再会のよろこび　ハーモニーにのせて」

a
c
d
ji

高校C編成の部
10:00
全席自由　1,200円
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

a
c
d

ji

高校A編成の部
13:35
S2,000円 A1,700円 B1,400円（前半券・後半券共に）
※Kitaraチケットセンターでのお取扱いはございません。（抽選販売）
詳細は北海道吹奏楽連盟ホームページに掲載
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（1日目／午前 高校C編成）

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（1日目／午後 高校A編成）

Ticket
Center

a
c
d
ji

中学校C、中学校B編成の部
10:00
全席自由　2,000円
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（2日目）

Ticket
Center

a
c
d
ji

高校B、大学小編成の部
9:45
全席自由　2,000円
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

a
c
d

ji

中学校A編成の部
13:45
S2,000円 A1,700円 B1,400円（前半券・後半券共に）
※Kitaraチケットセンターでのお取扱いはございません。（抽選販売）
詳細は北海道吹奏楽連盟ホームページに掲載
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（3日目／午前 高校B、大学小編成）

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（3日目／午後 中学校A編成）

Ticket
Center

Ticket
Center

　ギャラリー

J.S.バッハからオーケストラでお
なじみの作品、即興演奏まで、多
彩な「舞曲」でKitaraのオルガン
の魅力を鮮やかに描き出します。

オリジナルCD

STAINED GLASS DANCES
－光彩の舞曲集－

オルガン／マルタン・グレゴリウス 

好評発売中

収録曲

●J.S.バッハ：フーガ ト長調 
BWV577（ジーグ風フーガ）

●チャイコフスキー：
　　「くるみ割り人形」作品71より 葦笛の踊り、金平糖の踊り
●グレゴリウス：即興演奏「日本の歌に基づく舞曲風組曲」　他

■価格／2,000円（税込）
■お問合せ／Kitaraチケットセンター 1TEL 011-520-1234

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から休憩時間終了まで
料金 無料（※大ホール公演のチケットが必要です）

2018年7月5日から8月1日に開催される国際教育音楽
祭「パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）」。
PMFの創設者であ
るレナード・バーン
スタインが今年生
誕100年を迎える
ことから、その功績
をたたえ、当時の貴
重な写真とともに
PMFの歴史をご紹
介します。

レナード・バーンスタイン生誕100年
～PMF展 期間／8月19日（日）まで

生の音を最大限に表現で
きるよう音響設計された
札幌コンサートホールは
㈱永田音響設計によるも
のです。当ホールは世界
で活躍するアーティスト、
マエストロからも高い評
価を受けております。永田
音響設計が関わったホールは世界各国に存在しており、そ
のほとんどが、豊田 泰久氏によるものです。彼が手がけた
世界の主要ホールを紹介いたします。

Kitaraの音響設計者 豊田 泰久氏が手がけた
世界のコンサートホール展

期間／8月24日（金）～10月29日（月）

レナード・バーンスタイン
（札幌コンサートホール収蔵写真）

ウォルト・ディズニー・コンサートホール
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9
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7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：平成30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／㈱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KitaraNEWS10.11月号は
9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
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30

a

b

c
d
ji

指揮／続木 辰也
吹奏楽／石狩南高等学校吹奏楽部
バーンスタイン：スラヴァ！
スパーク：陽はまた昇る
コープランド：エル・サロン・メヒコ
18:30
全席自由　500円 ※小学生以下無料
石狩南高等学校吹奏楽部・顧問20133-73-4181

石狩南高等学校吹奏楽部
第17回 定期演奏会

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（独唱）／亀谷 泰子
メゾソプラノ（独唱）／松田 久美
テノール／古城 一樹　バリトン／中原 聡章
ベートーヴェン：交響曲 「第九番」 ニ短調 合唱付き
15:00
［指定席］3,000円 
［自由席］一般2,000円 U25 1,000円
「999人の第九」の会事務局2011-375-4556

a
b

c
ji

ピアノ／下田 絵梨花　指揮／白石 一弘
メンデルスゾーン：序曲《ヘブリディーズ諸島》（1830年ローマ初稿）

交響曲 第3番 イ短調 作品56《スコットランド》
　（1842年ロンドン初稿）

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
13:00　d 全席自由　1,200円（当日 1,500円）
宮の森アルテ・ムジクス事務局2090-2337-4282

第34回
北海道ボランティアコンサート

宮の森アルテ・ムジクス
第22回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮／現田 茂夫　ヴァイオリン／板倉 竹香
管弦楽／札幌交響楽団
チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より

情景、ワルツ、4羽の白鳥の踊り、チャルダッシュ
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 作品92
19:00　d 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PRESENTS
ラブ＆サンクスコンサート

Ticket
Center

a
c
d
ji

小学校、職場・一般小編成、大学、職場・一般編成の部
9:45
全席自由　2,000円
北海道吹奏楽連盟2011-222-3441

第63回
北海道吹奏楽コンクール
（4日目）

Ticket
Center

休館日

休館日 休館日

a

b

c
d
ji

ピアノ（2台）／森谷 直美、秋元 恵理子
声楽／喜多 由佳、宮武 玲子
トランペット／杉山 由香、岩谷 美紀
秋元 恵理子：Spring Dance
ドニゼッティ：ルチアより「Regnava nel silenzio」
エワイゼン：ソナタ
18:30
全席自由　2,000円
山口2090-2695-5581

「ペオニア」
第16回 演奏会

Ticket
Center

a
b

c
ji

ピアノ／外山 啓介
ドビュッシー：ベルガマスク組曲

喜びの島
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番「月光」
ショパン：プレリュード 第15番「雨だれ」
シューマン：謝肉祭　他
19:00　d S3,500円 A2,500円
オフィス・ワン2011-612-8696

je

a
d

ji

10月7日（日）、8日（月･祝）のヴェルディ作曲 オペラ「アイーダ」
公演に先立ち、青島 広志氏によるプレレクチャーを開催します。
楽しくわかりやすいお話をまじえ、「アイーダ」の名曲の数々をお
届けします！
お話・ピアノ／青島 広志　他　c 19:00
全席指定　一般2,000円 U25 1,000円
※U25の取扱いは道新プレイガイド窓口のみ。
チケットに関するお問い合わせ
道新プレイガイド2011-241-3871
公演に関するお問い合わせ
札幌市民交流プラザ 劇場事業課2011-271-1950

外山 啓介 ピアノ・リサイタル
「月光＆謝肉祭」

札幌文化芸術劇場hitaruオープニングシリーズ
青島 広志のたのしいオペラ講座
オペラ「アイーダ」の魅力

Ticket
Center

Ticket
Center

舞台点検

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／市川 映子
ピアノ／大平 由美子
モーツァルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 

ホ短調 KV.304
ドヴォルジャーク：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ

ト長調 作品100
ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト短調
ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ

第2番 イ長調 作品100　他
19:00
全席自由　一般3,500円 学生2,000円 ペア6,000円 
オフィス・ワン2011-612-8696

市川 映子＆大平 由美子
デュオ・リサイタル

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

指揮／鈴木 秀美　管弦楽／札幌交響楽団
C.Ph.E. バッハ：シンフォニア ト長調 Wq.182-1
ハイドン／交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I:104「ロンドン」
ドヴォルジャーク／交響曲 第8番 ト長調 作品88
14:00
SS5,000円 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
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

森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズ2018-2019
～セプテンバー in ロンドン～

カンマーフィルハーモニー札幌 
第7回 演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／トン・コープマン
ソプラノ／マルタ・ボス
カウンターテナー／マルテン・エンゲルチェズ
テノール／ティルマン・リヒディ
バス／クラウス・メルテンス
管弦楽・合唱／アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
J.S.バッハ：フーガ ト短調 BWV578「小フーガ」（オルガン独奏／トン・コープマン）

ミサ曲 ロ短調 BWV232
16：00
S11,000円 A9,000円 B7,000円 U25（A・B） 2,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a
b

c
d
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
13:30
全席自由　1,000円
千代谷2080-1890-4844

トン・コープマン指揮
アムステルダム・バロック管弦楽団＆合唱団
J.S.バッハ「ミサ曲 ロ短調」

Baum 第8回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

〈           ワールドオーケストラ＆合唱シリーズ〉

a

b

c
d
ji

メゾソプラノ／アギョン・リー
テノール／リー・ジェイウック
合唱／さっぽろ旭山音楽祭合唱団　他
佐藤 眞：組曲「旅」
ビゼー：カルメン「ハバネラ」
ヴェルティ：椿姫「乾杯の歌」
18:00
全席自由　3,000円
さっぽろ旭山うた祭りの会2011-561-9693

第31回
さっぽろ旭山音楽祭 in キタラ

a

b

c
d
ji

ハーモニカ／札幌ハーモニカアンサンブル
指揮／小岸 由美子
プラド：マンボNo5
ワーグナー：歌劇「タンホイザー」より大行進曲
ラヴェル：ボレロ
13:30
全席自由　1,500円
髙瀬2011-881-8212

第23回
札幌ハーモニカアンサンブル
定期演奏会

Ticket
Center

a
c
d
ji

武川 奈穂子門下生（井関楽器教室）
11:00
全席自由　無料
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

a
b

c
ji

ハープ／武川 奈穂子　フルート／髙橋  聖純
久石 譲：君をのせて
すぎやま こういち：おおぞらをとぶ
ダマーズ：フルートとハープのためのソナタより　他
14:00　d 全席自由　1,000円 
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

秋のハープ Vol.3 
ハープ発表会

秋のハープ Vol.3 
武川 奈穂子 ミニコンサート Ticket

Center

a
b
d

ji

北翔大学教育文化学部教育学科音楽コース学生
未定　c 11：00
無料（事前応募制 抽選500名）
2歳までのお子様とその保護者対象。
往復はがきにてお申込み。8月24日(金)必着。
詳細は札幌コンサートホールＨＰをご覧ください。
札幌コンサートホール 管理課業務係2011-520-2000

a

b

c
d
ji

指揮／西本 智実
管弦楽／ロシア国立交響楽団〈スヴェトラーノフ・オーケストラ〉
ヴァイオリン／川畠 成道
チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」より

ポロネーズ
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

19:00
S12,000円 A10,000円 B8,000円 C6,000円
道新プレイガイド2011-241-3871

西本 智実指揮
ロシア国立交響楽団
〈スヴェトラーノフ・オーケストラ〉

第4回
0歳からの

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

指揮／ダニエル・ブレンドゥルフ
チェロ／トーレイヴ・テデーン
管弦楽／ダーラナシンフォニエッタ
ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調
プーランク：シンフォニエッタ　他
18:30
全席自由　2,000円
招聘実行委員会・伊東2080-3237-2595

日本・スウェーデン外交関係
樹立150周年記念
ダーラナシンフォニエッタ演奏会

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）
ソプラノ／小林 沙羅　バリトン／三原 剛　合唱／札響合唱団
合唱指揮／長内 勲　管弦楽／札幌交響楽団
細川 俊夫：瞑想～3月11日の津波の犠牲者に捧げる
ドビュッシー：管弦楽のための映像
フォーレ：レクイエム作品48
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

c
ji

馬頭琴、ホーミー／イフ・タトラガ バンド
舞踏／モンゴル伝統舞踊団

（ゾリグトバートル ブジン、石山 ゲゲーンザヤ、
メンドバヤル ドルゴルマ、ガンゾリグ オユンダリ）

歌唱／モンゴル民謡歌手
（バトルツクト トゥグスバトル、
アリゥンツェツェゲ エレデネバザラ）

19:00　d 全席自由　2,000円
NPO法人北海道モンゴル交流協会2080-5832-1667

札幌交響楽団
第612回 定期演奏会（夜公演）

遊牧民族 モンゴル

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）
ソプラノ／小林 沙羅　バリトン／三原 剛　合唱／札響合唱団
合唱指揮／長内 勲　管弦楽／札幌交響楽団
細川 俊夫：瞑想～3月11日の津波の犠牲者に捧げる
ドビュッシー：管弦楽のための映像
フォーレ：レクイエム作品48
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

歌唱／乙丸 朝子、パールローゼ、こだま
朗読（音楽付き）／otohaとkotoha 音葉と言葉
器楽曲／HIKAblef ヒカブレフ
佐藤 眞：大地讃頌　黒人霊歌：アメージンググレイス
ビゼー：カルメン組曲
13:00　d 全席自由　一般2,000円 高校生以下1,000円
こべ2090-6260-1080

札幌交響楽団
第612回 定期演奏会（昼公演）

第10回 「昭和ノスタルジア」
盲導犬育成のためのチャリティーコンサート

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
ji

指揮／ダニエル・ブレンドゥルフ
管弦楽／ダーラナシンフォニエッタ、札幌フィルハーモニー管弦楽団
ベートーヴェン：コリオラン序曲
マッツ・ラーション・ゴーテ：秋の日記
チャイコフスキー：交響曲 第5番 ホ短調
17:30　d 全席自由　2,000円
招聘実行委員会・伊東2080-3237-2595

a

b

c
ji

ライズ音楽教室の生徒、講師による
ピアノ、声楽、ヴァイオリン、チェロ、歌唱、キッズ合唱、
箏、ミニコンチェルト、弦楽アンサンブルなどの演奏
スパーク：「イナのための歌」
リスト：ヴェルディのオペラによる

パラフレーズより 「エルナーニ」
10:30　d 全席自由　無料
ライズ音楽教室2011-613-9150

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念
ダーラナシンフォニエッタ・
札幌フィルハーモニー
管弦楽団親善合同演奏会

ライズミュージックコンサート 2018

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

オルガン／小川 有紀　
吹奏楽／大麻高等学校吹奏楽部、大麻高等学校吹奏楽部OB、OG
サン=サーンス：交響曲 第3番 オルガン付きより フィナーレ
スパーク：ウィークエンド イン ニューヨーク　他
16:00
全席自由　一般1,000円 学生500円

（当日 一般1,300円 学生700円）
北海道大麻高等学校・森2011-387-1661

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
合唱／コール・フローラ
指揮／内海 郁　伴奏／藤沢 しおり
ピアソラ：リベルタンゴ　ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン
平吉 毅州：気球にのってどこまでも　中村 八大：上を向いて歩こう
上田 益：大切なふるさと　小田 美樹：青の軌跡　他
12:15　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）2080-2870-2151

第30回 
北海道大麻高等学校吹奏楽部
定期演奏会 サウンドパレット

～La Ringrazio～
AUTUMN CONCERT vol.8
内海 郁 音楽教室演奏発表会

Ticket
Center

札響ジュニアクラシック
北広島高等学校 芸術鑑賞会

リハーサル リハーサル リハーサル

a

b

c
d
ji

ソプラノ／吉見 値佳
バリトン／小松 英典
シューベルト：ます、野ばら、魔王
モーツァルト：「フィガロの結婚」より ひどいやつだ（二重唱）
18:00
全席自由　3,500円
吉見2090-6213-9159

吉見 値佳
ソプラノリサイタル

Ticket
Center

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）

J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565　他
14：00
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
d

ji

ピアノ／浅沼 恵輔
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第15番 ニ長調 作品28「田園」
グリーグ：抒情小曲集より　バッハ＝ブゾーニ：シャコンヌ
13:00
全席自由　一般2,500円 学生1,000円

（当日 一般3,000円 学生1,500円）
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

第20代札幌コンサートホール
専属オルガニスト
シモン・ボレノ デビューリサイタル

浅沼 恵輔 ピアノリサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
ji

フルート／細野 雅子　ピアノ／及川 陽子
イベール：フルート協奏曲　ドップラー：ハンガリー田園幻想曲
F・シュトラウス：ノクターン 作品 7
19:00　d 全席自由　3,000円
細野2011-771-2875

細野 雅子 フルートリサイタル
Ticket
Center

a
b

c
d

ji

吹奏楽／石狩翔陽高等学校吹奏楽局
ヒンデミット：ウェーバーの主題による交響的変容
フォーレ：組曲「ドリー」より　他
16:00
全席自由　500円 ※小学生以下無料

（当日 700円）
石狩翔陽高等学校 山田・増田20133-74-5771

a

b
c
d
ji

オカリナ／茨木 智博（客演）
ピアノ／森 悠也（客演）
北海道内のオカリナ奏者9団体
茨木 智博：懐かしく、暖かく（全体合奏）　他
13:00
全席自由　一般2,000円 高校生以下1,000円
Viva!! Ocarina北海道2080-1881-0417

石狩翔陽高等学校吹奏楽局
第16回 定期演奏会

Viva!! Ocarina
北海道の仲間たちによる演奏 Vol.5

Ticket
Center

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）

アルザスワイン10月24日（水）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～
毎年ご好評いただいている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。

［キタラクラブ］

ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン） × 
ロール・ファヴル＝カーン（ピアノ） 
デュオリサイタル
■日時／2018年10月3日(水)　開場18：15　開演19：00
■会場／Kitara 大ホール
■出演／ヴァイオリン／ネマニャ・ラドゥロヴィチ
　　　　ピアノ／ロール・ファヴル＝カーン
■プログラム／サン＝サーンス：死の舞踏 作品40

ラヴェル／ツィガーヌ　他
■料金／KitaraClub会員（S・A） 1,000円
　　　　一般 S5,000円 A4,000円 
　　　　U25（A）2,000円
■詳しい公演情報はHPをご覧ください。
　http://www.kitara-sapporo.or.jp

Presents

ネマニャ・ラドゥロヴィチ

ロール・ファヴル＝カーン

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。

■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）



■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。

7
月 
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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.131

⬆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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●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

札幌コンサートホール主催公演チケットが
2018年度は最大4,000円お得に！

さらに、一般発売より一足早くご購入可能

チケット割引&先行販売

公演情報のお知らせ
毎月、コンサートスケジュールや
会員限定情報をお届け

会員証の呈示により、提携施設で
サービス特典をご提供

提携サービス

ご 招 待
ゴールド会員は年2回ペア、もしくは年4回

各1枚の招待券をプレゼント

会員種別 個  人 家  族 ゴールド

年会費

入会金

会員期間

3,000円 5,000円

500円

4月～翌年3月末迄

30,000円

お得な特典がいっぱい

会員募集中

COCOAR2


