
函館市芸術ホール【ハーモニー五稜郭】　５月催物案内
ホール R4.4.25現在

日 曜日 催　し　物 開　始 終　了 入　場　料 チケット販売所

1 日 スプリング　ピアノ　コンサート 13:15 16:00 関係者のみ
羽賀ピアノ教室　宮越ピアノ教室
℡090-8639-6853

8 日
芸術ホール
キッズ・フェスティバル２０２２

13:00 15:00
参加申し込みは

終了しました

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）

15 日
佐藤季敦バリトンリサイタルツアー
２０２２春の音連れ

14:00 16:00
　一般　2,000円
　大学生以下
　　　　　1,000円

■当日券のみ
佐藤季敦バリトンリサイタル
実行委員会
℡080-3352-0801

18 水
令和４年度
函館市民生委員・児童委員大会

14:00 15:30 関係者のみ
函館市保健福祉部地域福祉課
℡21-3293

21 土
２０２２（第３５回）
土方歳三コンテスト全国大会

13:15 16:00
入場無料

（参加有料）
箱館五稜郭祭協賛会事務局
℡23-1181（函館商工会議所）

28 土 春風亭小朝独演会 13:00 15:00
一　般 3,800円
ざいだん友の会
会 員 3,400円

■芸術ﾎｰﾙ■市民会館■
道新プレイガイド■七飯町
文化ｾﾝﾀｰ■北斗市総合文
化ｾﾝﾀｰ■チケットぴあ［P
コード511-075］■ﾛｰｿﾝﾁｹｯ
ﾄ[Lｺｰﾄﾞ12690]■ｲｰﾌﾟﾗｽ

道新文化事業社
春々堂
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）

29 日
令和３年度函館音楽協会賞奨励賞記念演奏会
令和４年度函館音楽協会春季定期演奏会

13:00 16:00
一般　１,000円
学生　 　500円

■会員
■事務局
※当日券販売あり

函館音楽協会
℡080-6859-8462(コンサート専用)

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

21
・
22

土
・
日

一般社団法人日本盆栽協会函館支部
盆栽展示会 9:00 17:00

22日15:00
入場無料

一般社団法人
日本盆栽協会函館支部
℡0139-52-0485（若山）

24
～
29

火
～
日

吉江和幸遺作写真展 10:00 18:00 入場無料
吉江和幸遺作写真展実行委員会
℡090-7650-2666

主催者・問合せ

主催者・問合せ

※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

▼芸術ホールおよび北洋資料館 ５月の器材点検日について・・・芸術ホールの器材点検日は、５月１０日（火）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５年５月、６月の芸術ホールの状況・・・令和５年５月１０日（水）は器材点検日です。令和５年６月１３日（火）、１４日（水）は、器材点検日です。

▼令和５年５月分の利用申込受付は、５月１日（日）午前９時３０分から開始します。

▼ゴールデンウィークを中心に駐車場が混みあう時期となりますので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

▼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

□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

□■芸術ホール駐車場システム入替工事のお知らせ（５月１６日～３１日）■□

駐車場システム入替のため、５月１６日（月）～３１日（火）の期間中、駐車場内にて工事を行います。駐車場の利用は

可能ですが、上記期間中は使用できる出入口が限られる場合がございます。詳細は芸術ホールへお問合せください。

ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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

渡辺貞夫カルテット２０２２ 開催日時：７月２０日（水）午後６時３０分開演
料 金：一般 7,700円 ※全席指定 ※未就学児入場不可

渡辺貞夫
［Aｻｯｸｽ］

林正樹
［ﾋﾟｱﾉ］

須川崇志
［ﾍﾞｰｽ］

竹村一哲［ﾄﾞﾗﾑｽ］

「朝の連続テレビ小説」で話題、日本を代表するサックス奏者・渡辺貞夫が来函。

今回はカルテットで芸術ホールのステージに登場です。

出 演：渡辺貞夫［アルトサックス］

林正樹［ピアノ］、須川崇志［ベース］、武村一哲［ドラムス］

日 時：７月２０日（水）午後６時３０分開演（午後５時３０分開場）

会 場：函館市芸術ホール ホール

料 金：一般 ７，７００円

※全席指定 ※未就学児入場不可

※学生券（２，２００円）は、道新ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞにて取扱い

ﾁｹｯﾄ発売：４月２５日（月）午前１０時より

※芸術ホール販売分のチケットにつきまして、宅配サービスを行って

おります（有料）。ご希望のお客さまは、芸術ホールまでお問合せ

ください。

※電話予約および宅配受付は、午後１時からとなります。

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、道新プレイガイド、チケットぴあ、

ローソンチケット、市民交流プラザチケットセンター（札幌）
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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

おむつ替えコーナーや授乳室もありますので、小さなお子さまがいても安心して

ご来場になれます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小

し事前申込制とさせていただきます、ご了承ください。入場時の検温、手指の消

毒、マスクの着用（５歳以上対象）にご協力をお願いいたします。換気や消毒な

ど随時実施いたします。

●キッズコンサート

小さなお子さまがいるご家族でも気軽に楽しめるコン

サートプログラム。今回はピアノの演奏会です。

出 演：Ｄｕｏ Ｎｏｉｒ（デュオ・ノワール）

［高実希子・蓑田なつき（ピアノデュオ）］

●バックステージツアー

ホールステージの照明や音響を体感してみよう。

●ダンスパフォーマンス

函館で活動するダンスグループによるダンス

パフォーマンス。

出 演：ＪＡＤＥＤａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ

（ジェイド・ダンススタジオ）
※定員に達したため、申込みは締め切りました。

函館市芸術ホール キッズ・フェスティバル２０２２
日 時：５月８日（日） 午後１時開始（午後３時終了予定） 会 場：ホール

春風亭小朝（しゅんぷうてい・こあさ）［落語家］

１９５５年東京生まれ。１９７０年春風亭柳朝に入門。１９

８０年２５歳で真打昇進。以来、落語界初の日本武道館独演

会、歌舞伎座三夜、博品館劇場三十日間連続独演会などを成

功させる。近年では、若手噺家のための伝統文化を学ぶ講座

を開催、自ら講演して古き良き日本の伝統文化の普及継承活

動にも取り組んでいる。また音楽にも造詣が深く、指揮者や

自らも演奏活動を行っているほか、俳優としても活動してい

る。これまでに、放送演芸大賞、浅草芸能大賞、芸術選奨文

部科学大臣賞他を受賞。２０２０年春には、紫綬褒章を受章

した。

開催日時：５月２８日（土）午後１時開演

料 金：一 般 ３，８００円

ざいだん友の会会員一般３，４００円（１会員２枚まで）

※全席指定 ※未就学児入場不可

※ざいだん友の会会員一般は、芸術ホール、市民会館のみの取扱

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

道新プレイガイド、チケットぴあ（Ｐコード:５１１－０７５）

ローソンチケット（Ｌコード：１２６９０）、イープラス

セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン各店（直接購入）

「♭ふらっとコンサート」開催先募集

春 風 亭 小 朝 独 演 会
日 時：５月２８日（土） 午後１時開演 会 場：ホール

出 演 者 募 集
令和４年度 函館新人演奏会～音楽の新しい風～

募集期間を延長しました。函館ゆかりの若手音楽家の活動を知っていただく良い

機会ですので、お問合せ、お申込み等お待ちしております。

日 時：７月３１日（日）午後２時

会 場：函館市芸術ホール

参 加 料：２０，０００円

（相当額の公演入場券提供）

募集締切：５月８日（日）まで ※募集期間を延長しました。

出演資格：函館市（近郊）出身、または当市にゆかりがあり、音楽大学または一

般大学等の音楽関係の課程・コースを卒業（修了）した方、大学院生

もしくは同程度の実力を有する(函館音楽協会会員の推薦等)２０歳か

ら概ね３０歳の方(過去に出演経験のある方も出演可能)

応募規定：原則、クラシック音楽、伝統芸能（音楽）の独奏および独唱。曲目は

自由（１５分以内）。応募者多数の場合は書類選考を行います。

みなさんの施設でコンサートを開きませんか？

地域へお出かけして音楽の魅力をお届けするコミ

ュニティプログラム「♭ふらっとコンサート」の

開催先を募集中です。感染症の影響が続くなか、

今できることを考え、地域で暮らす皆さまに音楽

を間近で感じていただき、音楽を通して心豊かな

時間を過ごしていただくことができますようにと

の願いを込めて開催します。ご賛同いただける方

方のご応募をお待ちしております。

募集締切：６月１５日（水）まで

開催日程：７月～１２月の期間内で

６回程度を予定

※上記期間の中でご希望の日程と調整

いたします。

※詳細は、社会教育施設等に配布中の

募集要項をご覧いただくか、芸術ホ

ールへお問合せください。

函館市芸術ホール リサイタル・シリーズ 各 料 金：一般 4,000円、U25(25歳以下) 2,000円
ざいだん友の会会員一般 3,000円（１会員各２枚まで）

上野耕平サクソフォン・リサイタル

開催日時：９月１１日（日）午後２時開演

Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏コンサート

開催日時：１０月２１日（金）午後６時４５開演

金子三勇士ピアノ・リサイタル

開催日時：１１月２７日（日）午後２時開演

開催日時：９月１１日（日）午後２時開演

出 演：上野耕平［サクソフォン］ほか

開催日時：１０月２１日（金）午後６時４５分開演
出 演：降旗貴雄［ヴァイオリン］

丹羽洋輔［ヴァイオリン］
御法川雄矢［ヴィオラ］
宮坂拡志［チェロ］

ゲ ス ト：小松亮太［バンドネオン］

開催日時：１１月２７日（日）午後２時開演

出 演：金子三勇士［ピアノ］

○「ざいだん友の会」会員特典チケット先行発売！（３公演同時発売）
販売期間：６月４日（土）午前９時～１０日（金）午後５時 ※先行発売は芸術ホールのみ取扱 ※電話受付は４日（土）午後１時より

○チケット一般発売（３公演同時発売）６月１１日（土）午前９時～ ※電話受付は午後１時より
※ざいだん友の会優待価格は先行発売終了後も引き続き芸術ホール、市民会館にて取扱販売いたします。
各 料 金：一 般 ４，０００円、Ｕ２５ ２，０００円、ざいだん友の会会員一般 ３，０００円（１会員各２枚まで）

※全席指定 ※当日各５００円増 ※未就学児入場不可 ※ざいだん友の会会員一般は、芸術ホール、市民会館のみの取扱
※Ｕ２５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みの取扱 購入時、要身分証明書提示

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、イープラス

＝過去の活動風景＝
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