
函館市芸術ホール【ハーモニー五稜郭】　９月催物案内
ホール R3.9.9現在

日 曜日 催　し　物 開　始 終　了 入　場　料 チケット販売所

1 水
劇団チョコレートケーキ
「一九一一年」 18:30 20:45

会員のみ
（当日受付可）

函館演劇鑑賞会
℡51-7376

5 日 令和３年度三国バレエ研修会 18:00 19:30
入場無料
(要整理券)

三国バレエ研究所
℡090-1644-8576

10 金
令和３年度渡島地区高等学校
定時制通信制生徒生活体験発表大会 18:10 19:30 関係者のみ

当番校　函館工業高等学校
℡51-2273（定時制・盛田）

11 土
大正琴サークル　ゴールデンローズ
２０周年記念コンサート 13:45 15:15 入場無料

ゴールデンローズ
℡090-7649-0986（高松）

12 日 にじの会　ピアノ発表会
①10:30
②13:30

①12:30
②16:00

入場無料
にじの会
℡46-4320

15 水 リビフェス２０２１ 18:30 20:30 入場無料
函館理容美容専門学校
℡52-0646

17 金 函館市立旭岡中学校　文化祭 9:10 11:50 関係者のみ
函館市立旭岡中学校
℡50-3609

19 日
エコールドバレエ・Ｍａｙｕｍｉ
第６回発表会 15:00 17:30

2,000円
(当日500円増)

エコールドバレエ・Ｍａｙｕｍｉ
℡090-3115-7018

20 月
国立音楽大学同調会
第１３回くにたちコンサート 13:30 16:00 1,000円

国立音楽大学北海道同調会
℡43-6418（北條）

23 木
函館音楽協会
第６２回ジュニアコンサート 13:30 18:30 入場無料

函館音楽協会
℡080-6859-8462
（コンサート専用）

26 日
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ
第２２回定期演奏会 13:30 15:30

一　　 般　500円
中 高 生  300円

※小学生以下無料

公益財団法人
函館市文化・スポーツ振興財団
℡57-3111（市民会館）

28 火
第６回
函館市立五稜郭中学校　文化祭 9:00 12:30 関係者のみ

函館市立五稜郭中学校
℡41-1332

30 木 函館市立深堀中学校　文化祭 9:20 15:30 関係者のみ
函館市立深堀中学校
℡52-2682

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

23 木
創立７０周年記念
第６８回函館書藝社会友・公募展　表彰式 10:30 11:30 関係者のみ

函館書藝社
℡090-3778-7965（磯波）

25 土
アフリカの子供たちへの支援
チャリティーコンサート 13:30 15:00

一　　 般 1,500円
中 高 生 1,000円
※小学生以下無料

■ＷＦＷＰ
　アフリカの子供たちへ
　支援する会

ＷＦＷＰアフリカの子供たちへ
支援する会
℡080-4048-2844（出村）

26 日 Ｐｉａｎｏ　Ｃｏｎｃｅｒｔ
①15:30
②17:00

①16:00
②18:00

入場無料 ｐｉａｎｏ　ｐｒｉｍｏ

　

主催者・問合せ

主催者・問合せ

▼芸術ホールおよび北洋資料館 ９月の器材点検日について・・・芸術ホールの器材点検日は、９月８日（水）となっております。

北洋資料館の器材点検日はございません。

▼令和４年９月・１０月の芸術ホールの状況・・・令和４年９月１４日（水）は、器材点検日です。令和４年１０月４日（火）、５日（水）、６日（木）は、器材点検日です。

▼令和４年９月分の利用申込受付は、９月１日（水）午前９時３０分から開始します。

▼北洋資料館・・・開館時間：午前９時～午後７時（４～１０月）

入館料金：一般１００円、学生・生徒・児童５０円 ※市内小中学生無料 ※団体割引あり

例年９月下旬に行われ、当館では夜間開放を行っている「函館カルチャーナイト２０２１」は、中止となりました。

※都合により催物の日程等変更されることがございます、詳細は各主催者へお問合せください

□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】　９月催物案内

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

4
・
5

土
・
日

第４１回高文連道南支部
地区高校写真展 9:00 18:00 入場無料

高文連道南支部写真専門部
℡49-2411（水産高校 中野）

10
～
14

金
～
火

村國眞知子パッチワーク教室作品展 10:00
17:00

14日16:00
入場無料

Ｍ．Ｍ．パッチワーク教室
℡32-3906（村國）

20
～
24

月
～
金

創立７０周年記念
第６８回函館書藝社　会友・公募展

20日14:00
10:00 18:00 入場無料

函館書藝社
℡090-3778-7965（磯波）

27
～
29

月
～
水

２０２１年度 日韓色紙大展
27日12:00

10:00 18:00 入場無料
東洋色紙協会
℡52-2563（上山）

　

　

主催者・問合せ

主催事業のご案内とお知らせ 主催：公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
※今後の状況により、内容等変更になる場合がございます、ご了承ください

□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

料 金：【各公演】一般券４，０００円、Ｕ２５券２，０００円、ざいだん友の会会員一般３，０００円（１会員２枚まで）

※全席指定 ※当日５００円増 ※未就学児入場不可

チケット取扱：芸術ホール、市民会館、七飯町文化センター、北斗市総合文化センター、丸井今井函館店

ローソンチケット［大谷康子:１２００２、上野星矢:１１８６９］、イープラス

※ざいだん友の会会員一般券は、芸術ホール、市民会館のみの取扱い ※Ｕ２５（２５歳以下）券購入時、生年月日がわかる身分証明書の提示をお願いします

※Ｕ２５（２５歳以下）券は、芸術ホール、市民会館、七飯町文化センター、北斗市総合文化センターの取扱い

※公演間近になりますと、芸術ホール以外の販売所では取扱いが終了している場合がございます、予めご了承ください

函 館 市 芸 術 ホ ー ル リ サ イ タ ル ・ シ リ ー ズ

大谷康子ヴァイオリン・リサイタル

日 時：１０月２１日（木） 午後２時開演

上野星矢フルート・リサイタル

日 時：１１月２３日（火・祝） 午後２時開演

大谷康子（おおたに・やすこ）［ヴァイオリン］

２０２１年にデビュー４６周年を迎え、これまでにソ

ロ活動はもとより、モスクワ・フィル、スロヴァキア

フィル等、国内外の著名なオーケストラと多数共演。

キエフ国立フィルには２０１７年以降毎年招聘され、

２０２１年に再共演を予定。また、２０１９年５月に

実力派ピアニスト、イタマール・ゴランと全国ツアー

(１２都市)を開催し、好評を博す。著書に「ヴァイオ

リニスト 今日も走る!」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）がある。

ＣＤも多数リリース。ＢＳテレ東(毎週土曜朝８時)「お

んがく交差点」では司会・演奏を務める。 文化庁「芸

術祭大賞」受賞。東京音楽大学教授。東京藝術大学講

師。公益財団法人練馬区文化振興協会理事長。川崎市

市民文化大使。高知県観光特使。公益財団法人日本交

響楽振興財団理事。使用楽器はピエトロ・グァルネリ（１７０８年製）と、ストラ

ディヴァリウス「ウィルヘルミ」(１７２５年製／日本音楽財団貸与)。

オフィシャル・ホームページ： http://www.yasukoohtani.com

【公式YouTube】「大谷康子のやっこチャンネル」演奏動画続々公開中！

上野星矢（うえの・せいや）［フルート］

東京都出身。全日本学生音楽コンクール全国大会中学

生の部・高校生の部など、国内の主要コンクールの数

数で優勝を果たし、１５才で初リサイタルを行う。東

京都立芸術高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部に

入学。１９才で世界的フルート奏者の登竜門である

「第８回ジャン＝ピエール・ランパル国際フルートコ

ンクール」（フランス）で優勝し、その後、世界を舞

台に活躍。パリ国立高等音楽院を審査員満場一致の最

優秀賞並びに審査員特別賞を受賞し卒業。『万華響』

でＣＤデビューし、『デジタルバード組曲』、『ｉｎ

ｔｏ Ｌｏｖｅ』、『テレマン：無伴奏フルートのた

めの十二の幻想曲』など計５作のＣＤをリリース。２

０１５年秋には全８か所のアメリカツアーを成功させ

る。これまでに国内外のオーケストラと共演多数。第２５回青山音楽賞新人賞、第

１７回ホテルオークラ音楽賞受賞。リサイタルなど演奏活動はもちろん、現在はポ

ップスのカヴァー、メディアへの露出、後進の指導など、多岐にわたり活躍中。日

本クラシック界を代表する次世代のフルーティストとして注目を集めている。

佐藤卓史（さとう・たかし）［ピアノ］

高校在学中の２００１年、日本音楽コンクールで第１

位。東京藝術大学を首席で卒業後渡欧、ハノーファー

音楽演劇大学ならびにウィーン国立音楽大学で研鑽を

積む。その間、２００７年シューベルト国際コンクー

ル第１位、２０１０年エリザベート王妃国際コンクー

ル入賞、２０１１年カントゥ国際コンクール第１位な

ど受賞多数。Ｎ響、東響、日本フィル、大阪響、広島

響、ベルギー国立管などと共演。２０１４年よりシュ

ーベルトのピアノ曲全曲演奏プロジェクト「佐藤卓史

シューベルトツィクルス」を展開中。室内楽、作編曲

など幅広い分野で活躍している。

日 時：１０月２１日（木）午後２時開演

出 演：大谷康子［ヴァイオリン］、佐藤卓史［ピアノ］

予定曲目：クライスラー／愛の喜び

バッハ／Ｇ線上のアリア

ヘス／ラヴェンダーの咲く庭で

コルンゴルト／雪だるま

ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第５番「春」より

ピアソラ／リベルタンゴ

サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン

映画『ウエスト・サイド・ストーリー』より

「トゥナイト」「マンボ」 他

※曲目は予告なく変更になる場合がございます

※都合により催物の日程等変更されることがございます、詳細は各主催者へお問合せください

岡田奏（おかだ・かな）［ピアノ］

函館市生まれ。１５歳で渡仏し、パリ国立高等音楽院

でフランク・ブラレイに師事。プーランク国際ピアノ

・コンクール第１位、ピアノ・キャンパス国際コンク

ール第１位、エリザベート王妃国際音楽コンクールの

ファイナリスト。これまでに国内外のオーケストラ、

指揮者らと多数共演。サントンジュ・ピアノ・フェス

ティバル、ラ・フォル・ジュルネＴＯＫＹＯ、パリの

ショパン・フェスティバル等に出演する他、ＮＨＫ－

ＦＭ「リサイタル・ノヴァ」、「きらクラ！」、「名

曲アルバム」に出演。２０１８年、デビュー・アルバ

ム『Ｓｏｕｖｅｎｉｒｓ－フランス作品集』をトリト

ーン・レーベルよりリリース。８月２８日（土）に

は、リサイタル・シリーズに登場。故郷・函館でソロ

・リサイタルを行う。

日 時：１１月２３日（火・祝）午後２時開演

出 演：上野星矢［フルート］

岡田奏［ピアノ］

予定曲目：「三大フルートソナタ」

プロコフィエフ／フルートソナタ

ライネッケ／フルートソナタ

フランク／ヴァイオリンソナタ（フルート編） 他

※曲目は予告なく変更になる場合がございます
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