
新さっぽろ音楽の日～Music Pocket～　タイムテーブル 内容は予告なく変更となる場合があります。 【有料】の記載のないものは無料で鑑賞できます。 2019/6/12 時点
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9:30 オープニングキッズダンス 9:30

10:00 開会式　10:00-10:10 ＜広場＞ スタンプ ＰＲ動画放映 ＰＲ動画放映 スタンプラリー 10:00

オープニング　10:10-10:30 キッチンカー ラリー ぬり絵 10:00-18:00

OTOME☆DENSETSU×厚別高校 飲料販売 交換所 交通局ブース マンドリン演奏・ （⑪科学館は～17:00）

10:30 ｱｰﾃｨｽﾄＣＤ販売 10:00- 北星学園大学アカペラサークル 子どもミュージカル ちょびっとサイエンス （⑫ピロスは11：00～） 10:30

ＮＥＯＷＯＬＸ（ピロスコラボ） 19:00 ぽらりす．10:30-10:50 10:15-11:15 ①10:30-12:00 （⑮琴似駅は～16：30）

10:40-11:00　 きよた 入館料必要 ＰＭＦ①レストラン 展示室観覧料

11:00 キャラクター大集合 スイーツカフェ 10:45-11:15 　中学生以下無料 シモトピック ＜設置会場＞ 11:00

ピアノ・フルート 　大人７００円 11:00-11:45 新さっぽろ13か所

＜公園＞ グラスハープ 西区・白石区

11:30 打楽器アンサンブル ＪＣＯＭブース コンサドールズ 全15会場 11:30

coup de baguette 子ども ヤマハ音楽教室 ｼﾞｭﾆｱ&ﾕｰｽ 11:30-11:45

11:30-12:00 ゲームコーナー 11:45-12:15 景品交換場所は

12:00 　ミニコンサート 厚別高校／ハンドベル ＰＭＦ①レストラン 岩船ひろき ファッションビスケッツ ふれあい広場 12:00

12:15-12:45 弦楽アンサンブル 12:00-12:30 12:00-12:30 11:55-12:30 10：00-19：00

かねあいよよか 　楽器ふれあい体験 12:00-12:30 ピアノ・ヴァイオリン

12:30 12:20-12:50 12:30 開場 12:30

キモノでジャックin札幌 ダンスビスケッツ

12:45-13:15 12:40-13:20

13:00 ＃シンサッポロオンガクサイVol.8 ぽらりす．／アカペラ 13:00

消防音楽隊／吹奏楽 ～新さっぽろ音楽の日Special Ver.～ 13:00-13:30

13:10-13:40 THE 1st SCHOOL BAND LIVE ファッションビスケッツ ピアノ・ソプラノコンサート 若者音楽発表

13:30 いとたい／ギター弾き語り 軽音楽／無料ライブ ちょびっとサイエンス 13:20-13:50 白石区民センターホール 地下2階まちづくりイベント広場 13:30

13:30-14:00 13:00 START ②13:30-15:00 岩船ひろき 山本真平（ピアノ）

厚別高校４バンド 展示室観覧料 13:40-14:00 川島沙耶（ソプラノ）

14:00 星野裕矢（エミシアコラボ） 東商業高校３バンド 書道パフォーマンス いとたい／ 厚別高校／ハンドベル 　中学生以下無料 演劇／わんわんズ 14:00

14:00-14:20 北広島高校 ギター弾き語り 弦楽・管楽アンサンブル 　大人７００円 14:00-14:25 ＮＥＯＷＯＬＸ

14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-14:30 グラスハープ 14:10-14:30

14:30 ＰＭＦ② ダンスビスケッツ コトニジャズ vol.47 14:30

札幌学院大軽音サークル 14:30-15:00 14:30-14:50 シモトピック 地下鉄琴似駅ｺﾝｺｰｽ　中央改札前

No Genre 14:35-14:55 フルート等アンサンブル 14:40-15:00 14:30-15:30

15:00 キモノでジャックin札幌 飛澤良一（ギター） 15:00

北星学園大アカペラサークル 15:00-15:25 児玉しほ（ボーカル）

ぽらりす． 15:10-15:30 安部パキ（キーボード）

15:30 市民カルテット／ジャズ 15:30

15:30-16:30 オトキタ

厚別区ゆかりアーティスト ディキシーランドジャズ ／ドラムサークル

16:00 ナイトdeライト ＰＭＦ③ 15:35-16:20 16:00

15:50-16:20 16:00-16:30

フルート等アンサンブル ピアノ・ソプラノコンサート 若者音楽発表

16:30 岩船ひろき 白石区民センターホール 地下2階まちづくりイベント広場 16:30

きよたアーティスト 16:30-17:15 山本真平（ピアノ）

笹木勇一郎 川島沙耶（ソプラノ）

17:00 16:40-17:10 通常開放 17:00

シモトピック＆

17:30 厚別区ゆかりアーティスト 澤口優聖 17:30

笠原瑠斗 17:20-17:50

17:30-18:00

18:00 ＮＥＯＷＯＬＸ 18:00

18:00-18:30

18:30 18:30 開場 記念撮影（18:30-18:35） 18:30

通常営業（～4:00）

19:00 ＃シンサッポロオンガクサイVol.8 19:00

～新さっぽろ音楽の日Special Ver.～

THE 2nd PREMIUM LIVE

19:00 START　有料 19:45 開場

20:00 OTOME☆DENSETSU／笠原瑠斗 31Ｆ スターズ・バー 20:00

／ナイトdeライト RADIO TXT FMﾄﾞﾗﾏｼﾃｨ

Presents

星野裕矢 星空の

21:00 Special luxury Night 21:00

20:00 START

星野裕矢／堀ゆたか

22:00 22:00

4:00 閉店 4:00

白石区複合庁舎ふれあい音楽祭

いずれも16:00-17:00

ふれあい広場
科学館公園

白石区複合庁舎

② ⑭

白石区複合庁舎ふれあい音楽祭

いずれも13:00-14:00

【有料】厚別区ゆかりアーティストによる

プレミアムライブ！！

チケットぴあにて前売券発売中

・一般 2,000円

・高校生以下 500円

・厚別区民はなんと500円！！

※区民であることがわかるものをご提示ください。

【有料】

観覧するには水族館の

入館料が必要です。

【有料】

参加するには科学館展示室

の観覧券が必要です。

【有料】厚別区の夜景を見ながらの

スペシャルライブ

チケット販売中 ４,000円

（2時間飲み放題・オードブル付き）

申込みは maru@776.fmへ

カラオケピロスと厚別区体育館が

コラボして文化を発信！！

「Fasion Biscuits」開催

東西線沿線の白石区・西区とコラボ！

ドニチカキップを買って地下鉄で出かけよう

2019.9.14（土）開催の

「きよたマルシェ&きよフェス」特別コラボ！

きよたスイーツのカフェときよたアーティスト

がふれあい広場にやってくる！！

このロゴマークの入った

パンフレットを見せると、

素敵な特典があるよ！

ぜひ会場で入手しよう！

【有料】

参加するには科学館展示室

の観覧券が必要です。

楽しいスタンプラリー！

各会場を回ってスタンプを集める

と素敵な景品がもらえる！

遠くの会場やたくさんまわると

レアグッズももらえるかも！？

参加型イベント

みんなで輪になってドラムを

たたこう！

ＰＭＦ修了生によるコンサートは

なんと３会場！

全てめぐってみては

地下鉄駅では、交通局

ブースでいろんな

遊びができるよ

白石区マスコットキャラクター

「しろっぴー」

西区環境キャラクター

「さんかくやまべェ」

清田区マスコットキャラクター

「きよっち」

厚別区マスコットキャラクター

「ピカットくん」

交通局ＰＲキャラクター

「のってコグマ」

メイン会場

厚別区ゆかりのアーティストや学生たち

が次々登場！！

合間時間はすべて
同じ内容を行います

Ｊ：ＣＯＭブース

ざっくぅと一緒にあ

そぼう！

®J:COM

●ジャンル内訳

コンサート（クラシック）

アーティストライブ（ポップス・ジャズ等）

学生

子ども向け

体験・参加型

自由コーナー

食イベント

アマチュア・市民・その他

式典・ＰＲイベント

注目！！

タイムテーブルに塗ら

れた色の意味だよ

参考にあちこちまわっ

てみよう
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