
函館市芸術ホール【ハーモニー五稜郭】　２月催物案内
ホール R2.2.2現在

日 曜日 催　し　物 開　始 終　了 入　場　料 チケット販売所

1 土
第２０回函館市スクールバンド
ジョイントコンサート 13:30 15:50 入場無料

函館市スクールバンド
ジョイントコンサート実行委員会
℡47-3589（村本）

9 日 ２０２０ぶんだんジョイントステージ 14:00 16:30 　500円
（小学生以上要ﾁｹｯﾄ）

■芸術ホール
■文化団体協議会事務局

函館市文化団体協議会
℡54-7670

11 火
北海道教育大学函館校吹奏楽団
春一番コンサート２０２０ 17:00 19:30 　1,000円

小学生以下無料

■芸術ホール
■北海道教育大学
　　函館校吹奏楽団

北海道教育大学函館校吹奏楽団
℡080-2874-0419（阿部）

14 金
吉田兄弟デビュー２０周年
「三味線だけの世界」 18:30 20:30

入会金　1,000円
月会費　2,000円
（高校生以下共に半額）

はこだて音楽鑑賞協会
℡32-1773

16 日
２０２０スプリング・コンサート
藤井眞吾ギター・リサイタル 14:00 16:00

一 般 2,000円
U25券 1,000円

ざいだん友の会会員

　　　　　　1,500円
中学生以下無料

■芸術ホール
■函館市公民館
■七飯町文化センター
■北斗市総合文化センター

公益財団法人
函館市文化・スポーツ振興財団
℡55-3521（芸術ホール）

19 水 許可（シュイ・クゥ）二胡リサイタル 18:30 20:30 3,000円
■芸術ﾎｰﾙ■音鑑事務局
■松柏堂市内各ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ
■玉光堂函館駅前ﾋﾞﾙ店

はこだて音楽鑑賞協会
℡32-1773

20 木 真宗大谷学園 二園合同音楽発表会 12:30 14:30 関係者のみ
学校法人真宗大谷学園
℡51-1674

21 金 華っ子フェスティバル～表現と音楽～ 9:20 11:30 関係者のみ
認定こども園　国の華幼稚園
℡51-0738

22 土
第１６回　太鼓衆　踊り衆
雑木囃子　２０２０
兼：函館鬼剱舞保存会２３周年公演

13:20 15:50 500円
中学生以下無料

鼓隆塾元流派
℡090-4872-4423（坂爪）

23 日
函館音楽祭２０２０
オーケストラ演奏会 14:00 16:30

一般3,500円
学生1,500円

（当日各300円増）

■芸術ホール
■Café Drip Drop
■松柏堂市内各ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ

函館音楽祭実行委員会
℡090-5951-1097

24 月 てがみ座「燦々」 18:30 20:40 会員のみ
（当日受付可）

函館演劇鑑賞会
℡51-7376

27 木
令和元年度渡島桧山地区看護学校
合同卒業記念講演会 14:00 15:45 関係者のみ

北海道看護教育施設協議会
渡島檜山地区会
℡43-2285

29 土 チャレンジ発表会 9:30 11:30 関係者のみ
学校法人太陽学院
認定こども園 第二太陽の子幼稚園
℡41-9345

リハーサル室

日 曜日 催　し　物 開　始 終　了 入　場　料 チケット販売所

15 土
HARBOR　LIGHT　JAZZ　ORCHESTRA
２０２０　REGULAR　LIVE 19:00 21:00

一般1,000円
（当日200円増）
小中高生500円
未就学児無料

■芸術ホール
■ハーバーライト
　　ジャズオーケストラ

ハーバーライト
ジャズオーケスオトラ
℡59-6365（とまり）

24 月
宮崎加奈古
気ままに箏ライブ　vol .１２ 14:00 16:00

一般　　1,000円
中学生以下無料

（要整理券）
未就学児入場不可

■芸術ホール
■八木楽器店
■出演者
■宮崎

筝曲美音和会
℡51-2656(宮崎）

27 水
函館大妻高等学校演劇部
第９回自主公演

①16:00
②19:00

①17:00
②20:00

300円
未就学児無料

函館大妻高等学校演劇部
℡52-1890（演劇部顧問・森）

ギャラリー

日 曜日 催　し　物 開　始 終　了 入　場　料 チケット販売所

1/26

～
2

日
～
日

市民美術展
第２０回「はこだて・冬・アート展」 10:00 19:00

2日17:00
入場無料

公益財団法人
函館市文化・スポーツ振興財団
℡55-3521（芸術ホール）

6
～
10

木
～
月

２０２０ぶんだんジョイントギャラリー展 10:00 18:00
10日16:00

入場無料
函館市文化団体協議会
℡54-7670

9 日
２０２０ぶんだんジョイント
お茶席「新春を寿（ことほ）ぐ」 10:00 15:30

(受付15:00迄）
お茶券　300円

■芸術ホール
■文化団体協議会事務局

函館市文化団体協議会
℡54-7670

15 土 ピカソの日アート展
① 9：30
②12：30

①11：30
②14：30

入場無料
学校法人太陽学院
認定こども園 太陽の子幼稚園
℡41-1929

22 土 16:00
23 日 15:00

主催者・問合せ

函館市美術教育研究会
℡45-1070（北昭和小学校）

主催者・問合せ

主催者・問合せ

第６６回函館市小中学校
児童生徒美術展 10:00 入場無料

□お問合せ□ 函館市芸術ホール 函館市五稜郭町37-8 TEL 55-3521 FAX 55-3586



函館市芸術ホール【ハーモニー五稜郭】　２月催物案内

　□お問合せ□ 函館市芸術ホール 函館市五稜郭町37-8 TEL 55-3521 FAX 55-3586

主催事業のご案内 主催：公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

2020スプリング・コンサート 藤井眞吾ギター・リサイタル
日 時：令和２年２月１６日（日）午後２時開演

会 場：函館市芸術ホール 料 金：一般券2,000円、U25(25歳以下)券1,000円、「ざいだん友の会」会員一般1,500円（芸術ホールのみの取扱）

演劇基礎ワークショップ

北海道演劇人材育成推進事業（地域文化協同事業）

＝現在、参加者を募集中です、詳細はお問合せください＝
演劇界の第一線で活躍中の演出家・小林七緒さんを講師にお迎えし、演劇基礎ワー

クショップを開催します。

表現する楽しさや魅力を実感したい方、経験者だけでなく演劇を始めたばかりの方、

これから始めたい方、興味のある方も参加してみませんか？たくさんのご応募をお

待ちしています。表現する楽しさや魅力を実感したい方、経験者だけでなく演劇に

興味のある方も参加してみませんか？

講 師：小林七緒（演出家・俳優）

日 時：１回目 令和２年３月７日(土) 午後２時～６時

２回目 令和２年３月８日(日) 午前１０時～午後２時

会 場：函館市芸術ホール ギャラリー

参 加 料：無料（当日は上靴を準備のうえ、

動きやすい服装でご参加ください）

定 員：２０名（申込順、原則両日参加可能な方対象）

申 込 み：芸術ホールへ電話または直接芸術ホール窓口へ

北斗市出身、函館ラ・サール高等学校卒業。ギターを岡本

一郎、故ホセ・ルイス・ゴンザレス、デイヴィッド・ラッ

セルの各氏に師事。1987年にコーレマン賞（スペイン）、

英国王立音学院の演奏家ディプロマ《A.R.C.M.》。国内各

地での演奏会のほか、アメリカ、ドイツ、ハンガリー、セ

ルビア、アイスランド、台湾、中国、韓国などのフェステ

ィバルに招かれ演奏と指導を行う。大阪音楽大学、洗足音

楽大学で非常勤講師を歴任。上海音楽院客員教授。主な作

曲作品に「天使の協奏曲（W.カネンガイザーのために）」

「SHIKI（L.A.G.Q委嘱作品）」「地平線の協奏曲（益田正

洋のために）」「ラプソディージャパン（ギター2重奏）」「はじまりの音楽（ギタ

―2重奏）」「Air（ギター四重奏）」「ロンド～ひまわり（ギター四重奏）」など。

出 演：藤井眞吾

［ギタリスト・作曲家］

予定曲目：宮城道雄

（藤井眞吾 編）／春の海

藤井眞吾／さくら幻想曲 Ｉ．アルベニス／グラナダ、入江のざわめき

Ｍ．Ｍ．ポンセ／間奏曲 他

日 時：令和２年２月１６日(日) 午後２時

○「ざいだん友の会」会員の方、午後１時２０分より優先入場

入 場 料：一般券2,000円 Ｕ２５券(２５歳以下)1,000円

○「ざいだん友の会」会員の方、一般券1,500円

（芸術ホールのみの取扱）

※全席自由 ※中学生以下無料 ※未就学児入場不可

※Ｕ２５券購入時、要身分証明書提示

ﾁｹｯﾄ取扱：芸術ホール、公民館、七飯町文化センター、北斗市総合文化センター

藤井眞吾[ギタリスト・作曲家]

＝函館市近郊の出身、またはゆかりのある出演者によるコンサート 出演の藤井眞吾さんからメッセージが届いています＝

参 加 者 募 集
函館市芸術ホール バックステージツアー

「市民舞台芸術奨励事業」「益田喜頓賞」の募集

＝令和２年４月～令和３年３月の公演が対象です＝
当財団では、市民が行う数れた舞台芸術活動を広く支援・奨励し、地域の芸術文化

の向上を目的に市民舞台芸術奨励事業ならびに益田喜頓賞の候補作品を募集してい

ます。

今回募集するのは、令和２年４月から令和３年３月の間に市内に活動の拠点を置く

団体・個人が市民会館または芸術ホールを会場に行い、出演者の半数以上が函館市

民である公演が対象となります。市民舞台芸術奨励事業に認定されると、財団との

共催事業として、公演当日の会場使用料が免除されます。また、「益田喜頓賞」は、

函館出身の喜劇俳優で、函館市栄誉賞の第１号受賞者の益田喜頓氏にちなんで創設

された賞です。函館の舞台芸術分野において毎年度、益田喜頓賞に応募があった公

演の中から、優れた舞台芸術に対して翌年度の表彰しています。

なお、市民舞台芸術奨励事業の認定および益田喜頓賞の選定については、当財団の

諮問委員会である市民舞台芸術奨励事業委員会にて審査を行い、財団が決定します。

応募用紙は市民会館臨時窓口（函館アリーナ内）と芸術ホールで配布中です。

前回こちらの函館市芸術ホールで演奏したのが２００７年ですから、もう１３年が経ちます。

この１３年間に海外での演奏活動や教育活動が飛躍的に増え、おそらく私の人生の中で最も

実り多い時間になるのではないかという気さえしています。中でも２０１２年のアメリカツ

アーは忘れ難いものでした。前年に日本で起きた東日本大震災直後親友のＷ．カネンガイザ

ー氏が「敬愛する日本の人々のために何かをしたい」と言い、彼らの委嘱で「ＳＨＩＫＩ」

という協奏曲を作曲、アメリカの五つの都市のフェスティバルで初演しました。Ｖａｌｐａ

ｒａｉｓｏで開催されたフェスティバルでは２５０人のアメリカ人が日本の人々のために私

の作品を演奏してくれました。指揮棒を振りながら、涙が流れました。今回函館では多くの

人々への感謝の気持ちを込めて演奏したいと思います。（藤井眞吾）

Valparaisoのフェスティバル

＝芸術ホールの「舞台裏」を覗いてみませんか？＝
芸術ホールをより身近に感じてもらうこと、舞台芸術への関心を高めてもらうこと

などを目的に毎年開催している「バックステージツアー」の参加者を募集します。

普段は関係者以外入ることのできない舞台裏や館内施設の見学、そして当ホールの

特徴のひとつである「多目的舞台」「音楽舞台」の転換作業、照明・音響の機材に

よる効果の違いなど、デモンストレーションを交えながら職員の解説付きでご覧い

ただきます。

開催日時 ３月１５日（日） 午後２時～午後３時３０分

参加対象 小学生～一般（小学生は保護者同伴）

参 加 料 無料

※急な階段の昇降があります。上靴をご持参のうえ、動きやすい服装で

お越しください。

定 員 ５０名程度（応募者多数の場合は抽選）

申込方法 所定の申込書により、芸術ホールへ持参または郵送、ＦＡＸにて受付

※申込書は芸術ホールほか、市内公共施設などにて配布。芸術ホールホ

ームページにてダウンロードできます。


