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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。

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：

11月10日（土）「IL DEVU(イル・デーヴ)」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♪

「ヘンゼルとグレーテル」
室内オペラ

Sat11/10
IL DEVU（イル･デーヴ）

Sat11/17

10/13   ・14Sat Sun

〈           ランチタイムコンサートⅡ〉
安永 徹&市野 あゆみ
ブラームス ピアノとヴァイオリンのためのソナタ全曲演奏会

内田 光子 ピアノリサイタル
Wed10/24

昨年度の公演より昨年度の公演より Decca/ Justin PumfreyDecca/©Justin Pumfrey

〈           ワールドソリストシリーズ〉

〈           ワールドソリストシリーズ〉市民交流プラザ開館記念連携事業
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〈           ワールドソリストシリーズ〉

市民交流プラザ開館記念連携事業



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

シモン・ボレノ
©tekoaphotos

ランチタイムコンサートⅡ〉〈

ワールドオーケストラシリーズ〉〈

ワールドソリストシリーズ〉〈

IL DEVU

IL DEVU（イル・デーヴ）
今話題の「重量級クラシック・ボーカル・グループ」が、ついに
Kitaraデビュー。普段は個人でオペラ歌手やピアニストとし
て第一線で活躍しているメンバーですが、集結すると総重量
なんと約500㎏！彼らの重厚感のある優しい歌声で、大ホー
ルがぬくもりに包まれます。「札幌市民交流プラザ」の開館に
ちなみ、オペラの名曲を披露するほか、第20代札幌コンサー
トホール専属オルガニストとの共演も見逃せません。

大ホール

発売中発売中
11.10［土］

■出　　  演

■プログラム

IL DEVU（イル・デーヴ）
テノール／望月 哲也、大槻 孝志
バリトン／青山 貴　バスバリトン／山下 浩司
ピアノ／河原 忠之

オルガン／シモン・ボレノ（特別出演・第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト）
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
信長 貴富：夕焼け　
フィリピン民謡／マイク・ベラルデ／森田 花央里 編曲：ダヒルサヨ ～あなたのせいで
ロイド＝ウェバー：ピエ・イエズ（オルガン／シモン・ボレノ）　他

開場12：30  開演13：00
〈14：30終演予定〉

安永 徹

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

ワールドソリストシリーズ〉〈

安永 徹＆市野 あゆみ
ブラームス ピアノとヴァイオリンのための
ソナタ全曲演奏会
世界的ヴァイオリニスト 安永 徹とピアニ
スト 市野 あゆみが、ブラームスの「ピア
ノとヴァイオリンのためのソナタ」全3曲
の魅力をお届けします。長年パートナー
として演奏してきたふたりの際立つ個性
と音の響き合いにぜひご注目ください。

小ホール

発売中発売中
11.17［土］

■出　　  演
■プログラム

ヴァイオリン／安永 徹　ピアノ／市野 あゆみ
ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ
 　第1番 ト長調 作品78「雨の歌」
 　第2番 イ長調 作品100
 　第3番 ニ短調 作品108

内田 光子 ピアノリサイタル

市民交流プラザ開館記念連携事業

開場15：30  開演16：00

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

※本公演のチケット購入者を対象に、公演当日にリハーサル見学会（事前応募制）を開催い
たします。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。
　（応募締切：10月31日（水）必着）
■お問合せ　札幌コンサートホール事業課事業係 1011-520-2000（代）

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年よりパリ管弦
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。

市野 あゆみ

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

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

各日

過去の公演の様子

大ホール 発売中発売中大ホール 発売中発売中 12.23［日・祝］
■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、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
［合唱とオルガン］
　クリスマス・キャロル：もろびとこぞりて、牧人ひつじを
　ラター：ア・クレア・ベネディクション　他

開場16：30  開演17：00
〈18：20終演予定〉

シモン・ボレノ ©tekoaphotos

クリスマス
オルガンコンサート
クリスマス直前の週末にお届けする、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。

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 
一仁が札響と息の合った演奏を聴かせるほか、ダンス
をテーマにした音楽など、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。

■出　　  演

■プログラム

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

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）

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：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
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21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

休館日

休館日

a

b

c
d

ji

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
サン＝サーンス：死の舞踏 作品40
フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
ラヴェル：ツィガーヌ　他
19:00
S完売 A4,000円 U25（A）2,000円
Kitara Club会員（A）1,000円
Kitara Club事務局2011-520-2580

Kitara Club Presents
ネマニャ・ラドゥロヴィチ×
ロール・ファヴル＝カーン
デュオコンサート

Ticket
Center

舞台点検

a
b

c
d

ji

北星学園女子高等学校音楽科在校生
大木 惇夫 作詞／佐藤 眞 作曲：
　カンタータ土の歌より「地上の祈り」、「大地讃頌」
さくら ももこ 作詞／相澤 直人 作曲：ぜんぶ
声楽・ピアノ・フルート・トランペット・電子オルガンに
よる独奏、連弾、管楽アンサンブル　他
18:30
全席自由　無料
（要整理券。7月中旬よりKitaraチケットセンター、
大通情報ステーションにて配布）
北星学園女子高等学校2011-561-7153

a
b

c
ji

ピアノ／小山 雪絵
ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI／37
プーランク：ナゼルの夜会、「エデット・ピアフをたたえて」
ブリテン：夜の小品
リスト：愛の夢 第3番、スペイン狂詩曲　他
19:00　d 全席自由　一般2,000円 学生1,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

北星学園女子高等学校音楽科
第48回 定期演奏会

第1441回 札幌市民劇場
小山 雪絵 ピアノ・リサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

札幌山の手高等学校吹奏楽部　サクソフォン／中村 均一（客演）
一ノ瀬 季生：マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ
保科 洋：復興、ポップス・ステージ　他
18:30
全席自由　一般800円 高校生以下500円（当日 一般1,000円 高校生以下500円）
札幌山の手高等学校2011-611-7301

a

b

c
ji

ピアノ／メロスの会
坂本 慶子、川口 春霞、橋詰 やよい、杉田 晶子、
佐藤 弘菜、中屋 留美、佐藤 千春

ヴァイオリン／山本 聖子　アイリッシュハープ／池野 麻里
ソプラノ／大友 ひろ世
シューマン：幻想曲 作品17より 第1楽章
ショパン：バラード 第4番 作品52
シューベルト：即興曲 作品90-3　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

札幌山の手高等学校吹奏楽部
第17回 定期演奏会

メロスコンサート21 ～名曲で綴るヨーロッパの調べ

a

b

c

指揮／阿部 純一、堀 健治
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）
キオウラフィデス：シンフォニア・ア・ピツィコ（P.O.のための交響曲）より 第1楽章
スクアルツィーナ：P.O.のための組曲「小さな昔の世界」
武井 守成：春さりゆく、踊る小花、雨とコスモス
ボッタキアリ：瞑想曲「夢の魅惑」　他
18:30　d 全席自由　1,000円　ji      　　安部2011-716-5917

札幌プレクトラム・アンサンブル 第79回 定期演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

演奏／札幌ユース吹奏楽団
指揮／大泉 徹
アルトサクソフォン／寺地 美穂（客演）
真島 俊夫：地球～美しき惑星～
マンシーニ（真島 俊夫 編曲）：酒とバラの日々
ロジャース作曲（岩井 直溥 編曲）／サウンドオブミュージック
15:30
全席自由　1,000円 （当日 1,300円） ※小学生以下無料
佐藤2011-770-5505

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

ヴィタリ：シャコンヌ
ラロ：スペイン交響曲
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

第1442回 札幌市民劇場
札幌ユース吹奏楽団 
第40回 定期演奏会

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

Ticket
Center

a
b

c
d

ji

指揮／鈴木 栄一
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 第4楽章「合唱つき」
ドヴォルジャーク：交響曲 第8番より 第4楽章
リムスキー=コルサコフ：スペイン奇想曲より　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2 011-765-2230

a

b

c
d
ji

ライズ音楽教室の生徒、講師によるピアノ、声楽、歌唱、
ヴァイオリン、トランペット、チェロ、ベース、ハープ、シャンソン、
弦楽アンサンブル、管楽アンサンブルなどの演奏
待ちぼうけ、すてきな春に、
ハンガリアンダンス1番、6番、オール・オブ・ミー
10:00
全席自由　無料
ライズ音楽教室2011-613-9150

サッポロシンフォニックバンド
第46回 定期演奏会
～吹奏楽の夕べ～

ライズミュージックコンサート 2018

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ソプラノ／田中 彩子
ピアノ／加藤 昌則
ベートーヴェン：エリーゼのために
シュトラウス2世：春の声
リスト：愛の夢
ガーシュウィン：クレイジー・フォー・ユー　他
19:00
全席指定　5,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

田中 彩子 ソプラノ・リサイタル2018
～愛しのコロラトゥーラ～ Ticket

Center

a

b

c
d

ji

マリンバ／沓野 勢津子
ピアノ／田島 ゆみ
パーカッション、マリンバ／入川 奨
一柳 慧：森の肖像
ドラックマン：水の反映
吉松 隆：マリンバ協奏曲「バード・リズミクス」作品109
19:00
全席自由　一般3,000円 学生1,500円

（当日 一般3,500円 学生2,000円）
ドルチェ音楽教室2080-4234-8824

沓野 勢津子 マリンバリサイタル
～Marimba in Nature 自然界のマリンバ～ Ticket

Center

リハーサル
リハーサル

a
c
d
ji

ピアノ／鍵盤男子
18:30
全席指定　5,800円
エーダッシュ2011-533-7711

鍵盤男子コンサート
Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／秋山 和慶　ギター／村治 奏一
管弦楽／札幌交響楽団
バーンスタイン：「ウエスト・サイド・ストーリー」より

“シンフォニック・ダンス”
カステルヌオーヴォ＝テデスコ：ギター協奏曲 第1番 ニ長調 作品99
ガーシュウィン（ベネット編曲）：交響的絵画「ポーギーとベス」　他
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

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）
15：00
全席指定　一般2,500円 高校生以下（5歳以上） 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズ2018-2019
～フロンティアの彼方～

Kitara室内オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」（1日目）

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

テノール／錦織 健　ピアノ／多田 聡子
山田 耕筰：この道
武満 徹：死んだ男の残したものは
ロータ：ロミオとジュリエット
ラカジェ：アマポーラ
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ　他
13:30
全席指定　5,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

a
b

c
d
ji

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）
15：00
全席指定　一般2,500円 高校生以下（5歳以上） 500円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

錦織 健
テノール・リサイタル

Kitara室内オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」（2日目）

Ticket
Center

Ticket
Center

a
b

c
d

ji

ピアノ／アマラウ・ビエイラ
ベートーヴェン：アンダンテ・ファヴォリ ヘ長調 WoO.57
シューベルト：ハンガリーのメロディ ロ短調 D817
ドビュッシー：2つのアラベスク
19:00
S5,300円 A4,800円（当日 学生2,000円）
※学生券は当日券でのみ販売。学生証をお持ち下さい
MIN-ON北海道センター2011-642-5601

民音創立55周年記念
アマラウ・ビエイラ
ピアノリサイタル
ブラジル音楽界が誇る
世界的作曲家・ピアニスト

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

ソプラノ／吉川 順子
ピアノ／岡本 孝慈 
シューベルト：シルヴィアに
シューマン：ズライカの歌
ブラームス：甲斐なきセレナーデ　他
19:00
全席自由　3,000円
平和ステージ・オフィス2011-665-0675

第12回
吉川 順子 ソプラノリサイタル
～あなたに伝えたいこと

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／三山 博司、内藤 淳一
合唱／札幌大谷高等学校音楽科生徒全員
独奏・独唱／オーディション合格生徒
ブストー：アヴェ・ヴェルム・コルプス
信長 貴富：「こいうた」より「恋よぼくらふたりの…」
17:30
全席自由　無料（要整理券）
札幌大谷高等学校音楽科2011-731-2451

第33回 札幌大谷高等学校音楽科
定期演奏会

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
ラフマニノフ：交響的舞曲
メンケン：「ノートルダムの鐘」より
グレグソン：チューバ協奏曲　他
18:30
全席自由　一般800円 学生500円
　　　　　（当日 一般1,000円 学生500円）
北星学園大学附属高等学校・向2011-897-2881

a
b

c
d
ji

ピアノ／柴田 千賀子
ハイドン：ソナタ 第38番 ヘ長調 Hob.XVI／23
ファリャ：ベティカ幻想曲
武満 徹：閉じた眼Ⅱ
ガーシュウィン：「ソングブック」より スワニー　他
19:00
全席自由　3,500円
オフィス・ワン2011-612-8696

北星学園大学附属高等学校吹奏楽部 
第13回 定期演奏会

柴田 千賀子
ピアノ・リサイタル

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d
ji

指揮／板倉 雄司
管弦楽／札幌フィルハーモニー管弦楽団
ボロディン：交響曲 第2番
シューベルト：交響曲 第8番「ザ・グレイト」　他
18:30
全席自由　1,500円
札幌フィルハーモニー管弦楽団・伊東2080-3237-2595

a
c
d
ji

札幌市内外のアマチュア音楽家
12:00
全席自由　無料
下坂2090-8276-9383

札幌フィルハーモニー管弦楽団
第59回 定期演奏会

第28回
札幌アマチュア・クラシック音楽祭

Ticket
Center

a
b

c
ji

ヴァイオリン／前橋 汀子　ピアノ／松本 和将
クライスラー：愛の喜び
パガニーニ：ラ・カンパネラ
シューベルト：アヴェ・マリア
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」　他
13:30　d 全席指定　3,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

a

b

c
d

ji

指揮／松本 寛之
管弦楽／札幌室内管弦楽団（コンサートマスター 野村 聡）
ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

交響曲 第1番 ハ短調 作品68　他
18:30
全席自由　一般1,500円 中高生1,000円

（当日 一般2,000円 中高生1,500円）
※小学生以下無料
　但し、3歳以下入場不可。
楽団事務局2090-6219-0018

前橋 汀子
アフタヌーン・コンサート

札幌室内管弦楽団 第11回 演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

リハーサル

リハーサル リハーサル

a

c
d
ji

内田 光子
（当日はトークのみ。演奏の予定はございません）
19:00
事前応募制（申込期間延長：9/30（日）まで ※必着）
札幌コンサートホール事業係2011-520-2000

内田 光子 ピアノリサイタル
チケット購入者限定
スペシャルトーク 内田 光子は語る

a
b
c
d

ji

ピアノ／内田 光子
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第20番 イ長調 D959　他
19：00
S11,000円 A8,000円 B5,000円
U25（A・B） 3,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

a

b

c
ji

合唱／彩紅人生合唱団（混声）
　　　北海学園大学グリークラブOB会（男声）
バリトン／下司 貴大　ピアノ／鎌倉 亮太
男声四重唱／ダンディー・フォー
周鑫泉：雪花的快楽
多田 武彦：男声合唱組曲「雨」
ロッシーニ：私は町の何でも屋
小椋 佳：シクラメンのかほり　他
18:30　d 全席自由　1,000円
西村2090-8898-1222

内田 光子 ピアノリサイタル

第11回 日台友好合唱会

Ticket
Center

Ticket
Center

リハーサル

a
b

c
d
ji

吹奏楽／札幌静修高等学校吹奏楽部
福島 弘和：「じんじん」～沖縄わらべ歌より
一ノ瀬 季生：マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ
郷間 幹男 編曲：昭和アイドル・コレクション　他
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26回 定期演奏会

Ticket
Center

a
b

c
d

ji

ピアノ／カワイ音楽教室講師
ベートーヴェン：ソナタ「熱情」第1楽章
ショパン：スケルツォ 第2番　他
18:30
全席自由　一般2,050円 小中学生・カワイ会員1,850円

ペア3,600円
カワイ音楽教室2011-231-8674

2018 カワイ オータム コンサート
Ticket
Center

札幌交響楽団
第613回 定期演奏会（夜公演）

a

b

c
d

ji

指揮／小泉 和裕
ヴァイオリン／クララ・ジュミ・カン
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ベートーヴェン：交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」
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

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／小泉 和裕
ヴァイオリン／クララ・ジュミ・カン
管弦楽／札幌交響楽団
モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ベートーヴェン：交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」
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

ピアノ部門 小学校・中学校・高等学校 予選通過者
第72回 全日本学生音楽コンクール課題曲
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613回 定期演奏会（昼公演）

第72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
d 
ji

ヴァイオリン・フルート・声楽部門 予選通過者
第72回 全日本学生音楽コンクール課題曲
9:40
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
ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲
マスネ：組曲 第4番「絵のような風景」
シューマン：交響曲 第1番 変ロ長調「春」
19:00　
全席自由　1,000円（当日 1,200円）
岩佐2011-823-4299

札幌市民オーケストラ
第44回 定期演奏会

第72回 全日本学生音楽コンクール
北海道大会 本選（2日目） Ticket

Center

Ticket
Center

札幌市立伏見中学校
合唱発表会

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

a

b

c
d
ji

ピアノ／高島 真知子、名取 百合子、
城間 深美　他

ワーグナー：歌劇「タンホイザー」より 序曲
ドビュッシー：小組曲
ラヴェル：スペイン狂詩曲より
19:00
全席自由　2,000円
石澤2011-778-5759

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

第19回 ピアノデュオコンサート
Ticket
Center

〈           ワールドソリストシリーズ〉

（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）

■日時／10月3日(水)
　　　　開場18:15　開演19:00
■会場／Kitara 大ホール
詳細は10月3日（水）の
公演情報をご覧ください。

アルザスワイン
～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、今年は10月24日(水)より一般発売
を開始します。
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、全4種類の
ワインをKitaraショップ
で販売します。
この機会にぜひお楽しみ
ください。

　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）

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
価を受けています。永田
音響設計が関わったホールは世界各国にあり、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
要ホールをご紹介します。

Kitaraの音響設計者 豊田 泰久が手がけた
世界のコンサートホール展

期間／8月24日（金）～10月29日（月）

ウォルト・ディズニー・コンサートホール

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

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
ⓒCharlotte Abramow DGロール・ファヴル＝カーン

ⓒEmmanuel Donny

［キタラクラブ］

Presents

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） 

デュオコンサート
開 催 間 近
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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：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

（関係者のみ）

ファースト・コンサート

a
b

c
d
ji

歌唱／カラニ・ペア
クウ・ポリアフ
ヘ・ヴェヒ・アロハ
ノ・アネイ
18:00
全席指定　5,000円
カイラニインターナショナル20467-55-9626

カラニ・ペア「NO ‘ANE‘I」
CDリリースツアー2018 札幌公演

Ticket
Center

a
b

c

指揮／尾高 忠明（札響名誉音楽監督）　管弦楽／札幌交響楽団
［第1部］クラシック
ドヴォルジャーク：交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

［第2部］ポップス
「サンダーバード」のテーマ、「宇宙戦艦ヤマト」組曲
「パイレーツ・オブ・カリビアン」メドレー　他
13:30　d 全席自由　2,500円　ji   北海道信用金庫2011-241-7949

a
b

c

d
ji

指揮／大隅 雅人　吹奏楽／サッポロウインドオーケストラ
チェザリーニ：交響曲 第1番 アークエンジェルズ
グローフェ：ミシシッピ組曲　ヴェルディ：運命の力 序曲　他
19:00　 
全席自由　一般1,000円 中高生500円 ※小学生以下無料
原田2090-3778-0656

a
b

c

ピアノ／田部 京子
ショパン：前奏曲 嬰ハ短調 作品45
シューマン：交響的練習曲 作品13〈遺作変奏付き〉
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960
13:30　d 全席指定　5,000円　ji   オフィス・ワン2011-612-8696

第16回 北海道信用金庫
札響クラシック＆ポップスConcert

サッポロウインドオーケストラ
第28回 定期演奏会

田部 京子 CDデビュー25周年記念 ピアノ・リサイタル

a
b
c
ji

指揮／武川 梢、喜多 洋治、渋谷 英雄　演奏／プレットロ・ノルディコ
ファルボ：序曲 ニ短調　久石 譲：天空の城 ラピュタ　ラッタ：英雄葬送曲
18:30　d 全席自由　1,000円 ※小学生以下無料
松田2090-6877-5478

プレットロ・ノルディコ
第24回 定期演奏会

a
b

c
d

ji

指揮／長岡 聡季
シュトラウス2世：喜歌劇「こうもり」序曲
川越 守：弦楽のための一章「秋の曲」
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番 ニ短調 「革命」　他
18:00
［指定席］1,200円 ［自由席］1,000円
※未就学児入場無料
北海道大学交響楽団2011-747-3136

a
b

c
d
ji

ピアノ／カワイ音楽教室生徒
ショパン：エチュード 作品10-12「革命」

ワルツ 第4番 作品34-3
シューマン：パピヨン 作品2　他
［第1部］10：00／［第2部］13：00
全席自由（各部）　1,050円
カワイ音楽教室2011-231-8674

北海道大学交響楽団
第136回 定期演奏会

2018 KAWAI
NOVEMBER CONCERT

Ticket
Center

Ticket
Center

a

b

c
d

ji

指揮／円光寺 雅彦　ヴァイオリン／服部 百音
管弦楽／札幌交響楽団
ワックスマン：カルメン幻想曲
メンデルスゾーン：交響曲 第4番 イ長調 作品90「イタリア」　他
13:30
全席指定　無料（事前応募制）
※募集は終了しました。
タナカメディカルグループ相談センター札響コンサート事務局
20120-558-750

a

b

c
ji

ヴァイオリン／松浦 梨沙、花井 悠希
チェロ／林 はるか
ピアノ／増田 みのり
ビートルズ：レット・イット・ビー

ヘイ・ジュード
クイーン：ボヘミアン・ラプソディ　他
19:00　d 全席指定　4,000円
道新プレイガイド2011-241-3871

タナカメディカルグループ主催
札幌交響楽団
招待コンサート 2018

1966カルテット／ビートルズ＆UKロック
Ticket
Center

休館日

休館日

a

b

c
d
ji

テノール／ホセ・カレーラス
ピアノ／ロレンツォ・バヴァーイ
ナーチョ：いとしいひと　トスティ：かわいい口元
ファルヴォ：彼女に告げて　レンディーネ：望郷　他
19:00
SS完売 S24,000円 A19,000円 B14,000円 P9,000円
オフィス・ワン2011-612-8696

a
b

c
d
ji

フルート／阿部 博光　ピアノ／阿部 佳子
J.S.バッハ／阿部 博光 編曲：無伴奏チェロ組曲 第1番

 ト長調 BWV1007
ニールセン：フルート協奏曲
タクタキシヴィリ：フルート・ソナタ
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

CREDIT SAISON PRESENTS
ホセ・カレーラス 
テノール・リサイタル Intima

阿部 博光
フルートリサイタルシリーズ Vol.13

Ticket
Center

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

指揮／上田 哲
合唱／札幌放送合唱団
ピアノ／石田 敏明、岩井 沙織
ジャズバンド 堀トリオ
堀 ゆたか（ピアノ）
小林 幸司（ドラム）
青木 務（ベース）
チルコット：ア リトル ジャズ マス
荻久保 和明：混声合唱曲「季節へのまなざし」　他
19:00
全席自由　1,200円
駒ヶ嶺2090-5076-2616

札幌放送合唱団
第68回 定期演奏会

a

b
c
d
ji

IL DEVU（イル・デーヴ）
オルガン／シモン・ボレノ（特別出演）

（第20代札幌コンサートホール専属オルガニスト）
木下 牧子：鷗　ロイド＝ウェバー：ピエ・イエズ　他
13：00
全席指定　一般2,500円 U25 1,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

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
指導／川村、菅原、藤井、南出、美野
12:30
全席自由　無料
菅原2090-6442-9918

a
b

c
ji

指揮／髙橋 勝夫
モーツァルト：歌劇 ドン・ジョバンニ K.527より

セレナード 第9番 ニ長調 K.320「ポストホルン」より
19:00　d 全席自由　500円
山﨑2090-3399-0846

市民交流プラザ開館記念連携事業
〈KitaraランチタイムコンサートⅡ〉
IL DEVU（イル・デーヴ）

オータムコンサート イン キタラ 2018

Katsuo Harmony 14th concert

Ticket
Center

Ticket
Center

a
c
d
ji

器楽・合唱・吹奏楽／市内の小中高校生
10:30
全席自由　無料
さっぽろアートステージ実行委員会 
2011-281-7117

さっぽろアートステージ2018
さっぽろスクール音楽祭

a

c
d

ji

金管五重奏／東京メトロポリタン・ブラス・クインテット
お話／すぎやま こういち
19:00
全席自由　一般3,000円 高校生以下1,500円

（当日 一般3,500円 高校生以下2,000円）
ジャスト・プランニング2011-709-4211

第15回
東京メトロポリタン・ブラス・クインテット
札幌公演「すぎやま こういちとブラスの響き」

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ピアノ／安井 耕一
ベートーヴェン：ピアノソナタ ハ長調 作品53

「ワルトシュタイン」
シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17　他
19:00
全席自由　一般3,000円 学生1,500円
音楽工房「響」204-7133-6498

安井 耕一
ピアノリサイタル

Ticket
Center

舞台点検 リハーサル

a

c
d
ji

吹奏楽・金管合奏／
　札幌市および近隣市の小学校約40校
10:00
全席自由　1,000円
佐藤 schoolband.sapporo@gmail.com

a
b
c
d
ji

ヴァイオリン／安永 徹　ピアノ／市野 あゆみ
ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ（全曲）
16：00
全席指定　一般3,500円 U25 1,000円
Kitaraチケットセンター2011-520-1234

第47回 スクールバンド演奏会
（兼全国小学校管楽器フェスティバル
支部予選）1日目

安永 徹＆市野 あゆみ
ブラームス ピアノとヴァイオリンのための
ソナタ全曲演奏会

Ticket
Center

Ticket
Center

〈           ワールドソリストシリーズ〉

a

c
d
ji

吹奏楽・金管合奏／
　札幌市および近隣市の小学校約40校
10:00
全席自由　1,000円
佐藤 schoolband.sapporo@gmail.com

a

b

c
d
ji

指揮／陣内 直（客演）
指揮／橋本 浩、福本 研吾
ピアノ／辻 千絵、村上 由希子
藤嶋 美穂：混声合唱組曲「あさきよめ」
平吉 毅州（飯沼 信義 編曲）：「混声合唱による日本の四季」より
パレストリーナ：泉の水を求める鹿のように　他
15:00
全席自由　1,000円
札幌混声合唱団2090-1381-7990

第47回 スクールバンド演奏会
(兼全国小学校管楽器フェスティバル
支部予選）2日目

札幌混声合唱団
第24回 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2018 
 （北海道教育大学岩見沢校管弦打楽器専攻生） 

指揮／渡部 謙一 司会／田村 文生 
フォーシェ：交響曲より　山本 裕之：バビロンの流れを変えよ 
田村 文生：シンフォニア・デ・ラビス 
J.S.バッハ（伊藤 康英 編曲）：シャコンヌ 
伊左 治直：夕焼けリヴァースJB急行 
グレインジャー（渡部 謙一 編曲）：「早わかり」組曲より 
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、
superwinds@gmail.com

a
b
c
d
ji

陸上自衛隊第11音楽隊
金管八重奏、トロンボーン二重奏、木管五重奏　他
18:30
全席指定　無料（事前応募制）
第11音楽隊総務係2011-581-3191（3301）

北海道教育大学
スーパーウィンズ2018 
～「温故知新」と「温新知故」

陸上自衛隊 第11音楽隊
第21回 室内楽演奏会

Ticket
Center

リハーサル

リハーサル

a
c
d
ji

大学ユース合唱の部・室内合唱の部
10:00
全席自由　3,600円
大会実行委員会事務局2011-272-0323
（9月26日～）

第71回
全日本合唱コンクール全国大会
大学職場一般部門（1日目）

Ticket
Center

a
c
d
ji

同声合唱の部・混声合唱の部
10:00
全席自由　3,600円
大会実行委員会事務局2011-272-0323
（9月26日～）

第71回
全日本合唱コンクール全国大会
大学職場一般部門（2日目）

Ticket
Center

a
b

c
d
ji

ザ・グレン・ミラーオーケストラ
グレン・ミラー：ムーンライト・セレナーデ
ガーランド：イン・ザ・ムード
イーストバーン：茶色の小瓶　他
19:00
S6,500円 A5,500円 B4,500円 C3,500円
道新プレイガイド2011-241-3871

a
b

c
ji

ギター／木村 大　ピアノ／榊原 大
J.S.バッハ：インヴェンション 第4番 BWV775
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番 「悲愴」第2楽章
愛のロマンス「禁じられた遊び」
ヴィヴァルディ：「四季」より「夏」第3楽章 プレスト
久石 譲：あの夏へ～映画「千と千尋の神隠し」より　他
19:00　 d 全席指定　5,000円（当日 5,500円）
オフィス・ワン2011-612-8696

レクサス藻岩Presents
80th Anniversary 
ザ・グレン・ミラーオーケストラ
Japan Tour 2018

木村 大×榊原 大
デュオアルバム「Rosso Nero」
発売記念ツアー

Ticket
Center

Ticket
Center

リハーサル

a

b

c
d
ji

ヴァイオリン／西本 幸弘
ピアノ／北端 祥人
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番 

ヘ長調 作品24「春」
エルガー：ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82
クライスラー：ロンドンデリーの歌
エルガー：気まぐれな女　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.5

Ticket
Center

札幌交響楽団
第614回 定期演奏会（夜公演）

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」
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

Ticket
Center

a
b

c
ji

ソプラノ／関 定子　ピアノ／松浦 朋子
麗しき日本の歌曲（宵待草、かなりや、浜辺の歌）
関 定子 ～オペラを歌う～（ある晴れた日に、鳥の歌）
はやりうたの世界
　（ゴンドラの歌、恋人よ、川の流れのように）　他
19:00　d 全席自由　一般3,000円 学生1,000円
宮越屋珈琲パリアッチ2011-532-8333

百歌繚乱－咲き添うように
関 定子 札幌歌舞台

ふるさとコンサート 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）

Ticket
Center

Ticket
Center

Ticket
Center

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。

■期　間 : 平成31（2019）年
　　　　　2月20日（水）～24日（日）

（オーディションは2月19日（火）に実施）
■場　所 : 札幌コンサートホール
■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（土）必着
※ガーボル・ファルカシュ教授が特別講師として参加予定。

第22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。

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

■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）



■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 

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.132

⬆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
電 

中
島
公
園
通

●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

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。

2018年度のKitaraClub主催コン
サートについては、10月3日（水）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


