
カリヨン 第94号   -1-

通巻

94
http://hako-on.com

2023.1.1

　皆様におかれましては、清 し々い気持ちで新年をお迎え

のことと存じます。

　この数年はコロナ禍により自粛していた音楽活動も、

昨年はＷithコロナ時代に対応して演奏会が以前のよう

に開催されるようになり、明るい兆しが見えた思いがしま

した。本年、予定されている函館音楽協会の事業におきま

しても、一日も早くＡｆｔｅｒコロナといわれる時が来るよう

期待しつつ順次開催して参りますので、会員皆様のご支援

とご協力をよろしくお願い申し上げます。

　さて、函館音楽協会全体を見渡すお役目をいただいて

から、早いもので１年７か月が経ちました。今、皆様にお伝

えしたい思いが二点あります。

　まず、幹事の皆様の献身的な仕事ぶりに対する感謝の

気持ちです。イマジンの歌詞ではありませんが、想像してみ

てください…自分の手元に届く音楽協会からの郵送物は

誰が原稿を作り誰が印刷し、誰が袋詰めし誰が運送業者

さんまで運んでいるのでしょう。また、自主事業にしましても、

当日までの多岐にわたるマネジメント、当日の来場者案内

から受付、ステージ裏のスタッフ等々、どれだけの幹事が動

いているでしょうか。このカリヨンにしてもそうです。ほんの

一例を上げさせて頂きましたが、本当に頭が下がります。年

頭にあたり、改めて役員・幹事の皆様に、お礼申し上げます。

　二点目は、函館音楽協会の会則第３条「～会員相互の

親睦を計ることを目的とする」に関する事です。昨年も状況

を見据え、総会後の懇親会や新年会等をやむを得なく

見送ってまいりましたが、会員同士の親睦や交流は明日へ

の活動の意欲に繋がるとても大事な機会ですので、今年

こそ復活できたら、と願っております。

　今年の干支は兎。飛躍や向上が期待され、新しいことに

挑戦するには最適な年と云われています。皆様のこの一年

のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶

とさせていただきます。

函館音楽協会会長　石丸典子

謹んで新春のお慶びを
申し上げます。

総　　　　　会　４月23日（日）函館市民会館大会議室

春季定期演奏会　５月28日（日）函館市芸術ホール

学生コンサート  ８月27日（日）函館市芸術ホール

函館音楽協会2023年度事業予定

館音楽協会2023年度事業日程は、以下の通りに決定しましたのでお知らせします。函

ジュニアコンサート　９月23日（土祝）函館市芸術ホール

秋季定期演奏会 11月25日（土）   函館市芸術ホール
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令和4年度函館音楽協会賞および奨励賞受賞者決定について

館音楽協会（会員１１８名）は、令和４年１２月９日午後７時より、函館市芸術ホール会議室に於いて選考委員会を開催
し、令和４年度函館音楽協会賞および奨励賞受賞者を決定しましたので発表いたします。

　令和４年度の各賞受賞者は次のとおりです。

函

函館音楽協会賞（第３３回）

函館音楽協会奨励賞（第６０回）

久保　悦子 （くぼ　えつこ）５７歳 ： ピアノ
寺井　かえ （てらい　かえ）５９歳 ： ピアノ
該当者なし

　両賞は、函館市及び隣接市町に在住する個人並びに団体を対象に、毎年前年１２月１日から１１月３０日までの1年間の
活動を対象として選考されます。協会賞は過去からの実績の蓄積、および当該年度中における郷土の音楽文化向上推進
への特段の功績が認められる事業、あるいは活動した個人や団体に授賞します。奨励賞は当該年度中に作曲並び演奏活
動において、意欲的且つ、特筆すべき高水準の実績を示し、郷土の音楽活動の推進力となった個人又は団体に対して授賞
します。
　表彰式は令和５年１月２２日（日）午前１０時より函館市民会館小ホールにて行われ、受賞者には賞状と記念品が授与さ
れます。また，受賞者は５月２８日（日）開催の春季定期演奏会（函館音楽協会主催　於：函館市芸術ホール）において受
賞記念演奏を行う予定です。

令和4年度函館音楽協会選考委員会委員
委員長　会　長　　石丸　典子
委　員　評議員　　市川　須磨子
委　員　評議員　　佐々木　茂
委　員　評議員　　宍戸　雄一
委　員　評議員　　宮崎　　敏　

委　員　副会長　　島　　　聖子
委　員　副会長　　伊藤　亜希子
令和４年度委嘱委員　　岩平　尚子（会員）
令和４年度委嘱委員　　畑中　佳子（会員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上９名

授賞事由
函館音楽協会賞
久保　悦子（くぼ　えつこ） ：ピアノ
　氏は、北海道教育大学函館校中学校教員養成課程音楽科を卒業後、カワイ音楽教室講師としてピアノ・ドリマトーン
の指導に当たり、３４年にわたり毎年カワイ音楽コンクール全道大会に生徒を多数輩出し、連続入賞を果たしたほか、
最高位を２６回受賞し、最優秀指導者賞を１７回受賞している。
　また、全国大会には、１５回出場し、ドリマトーン部門では１３年ぶりに大賞受賞という快挙に導くなど、積極的に後進
の指導をしてきた。
　自身の活動としては、器楽や声楽・合唱などの伴奏をはじめ、市川須磨子氏主宰「アンサンブル木精」のサポートメン
バーとして活躍。学校公演、高齢者大学、高齢者施設、函館市文化・スポーツ振興財団主催「ふらっとコンサート」等に多
数出演している。
　これらの活動は、郷土の音楽文化向上推進への大きな功績として、高く評価される。
　
函館音楽協会賞
寺井　かえ（てらい かえ） ：ピアノ
　氏は、武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業後、函館を拠点に各地でジョイントリサイタルを開催。函館
市民オーケストラと協奏曲の独奏者として共演するなど、活発な演奏活動を続け、ソロの他、室内楽をはじめ、管・弦・打楽
器・声楽・合唱等の伴奏者としても活躍している。　
　特筆すべきは「マイナー作曲家の名曲発掘」をライフワークとし、常に新しい作品にとり組んでいる姿勢は素晴らしく、
この度の秋季定期演奏会で披露したボルトキエヴィチのピアノソナタは聴衆に感銘を与えた演奏だった。
　これらの活動は、郷土の音楽文化向上推進への大きな功績として、高く評価される。
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函館音楽協会賞
久保　悦子（くぼ　えつこ） ：ピアノ
函館市出身。

北海道教育大学函館分校中学校教員養成課程音楽科卒業。

ピアノを田斎恭子、(故)片桐誠一、布施谷信子の各氏、声楽を鈴木

比都美、会澤義雄の各氏に師事。

器楽や声楽、合唱などの伴奏を中心に演奏活動を行う。

マリンバ奏者市川須磨子氏主宰の「アンサンブル木精」のサポート

メンバーとして、（公財）函館市文化・スポーツ振興財団主催の各種

コンサート、学校公演、文化行事などへの出演多数。活動は、２０２２

年で18年目を迎える。

後進の指導にも力を注ぎ、カワイ音楽コンクール北海道大会では、

ピアノ・ドリマトーン（電子オルガン）・うたの各部門に於いて最優秀指導者賞を17回受賞。また、全国大会

（ピアノ部門、ドリマトーン部門）への出場、入賞多数。

現在、カワイ音楽教室講師およびピアノ教室主宰、日本ショパン協会北海道支部函館地区委員、函館音楽

協会副幹事長。

受賞者プロフィール

函館音楽協会賞
寺井　かえ（てらい　かえ） ：ピアノ
函館市出身。

函館東高等学校（現 市立函館）、武蔵野音楽大学器楽学科ピアノ専攻

卒業。

ピアノを山岸淑子、布施谷信子、石川哲郎、大楽勝美の各氏に師事。

ソルフェージュを（故）大森 清氏に師事。

道立函館美術館、道立三岸好太郎美術館（札幌）のコンサート、函館

音楽協会各種演奏会、アカシア会ジョイントリサイタル、アンサンブル

ミュゼットコンサート、函館市文化・スポーツ振興財団主催のスプリン

グ・コンサート等に出演。ソロ活動の他、声楽や管弦打楽器の伴奏、

市民オペラの会・函館オペラの会の練習ピアニスト、函館市民オーケ

ストラとピアノ協奏曲のソリストとして共演、ピアノ四重奏団ヨハネスカルテットを結成し道南各地で演奏を行う

ほか、五稜郭病院、江差病院、介護施設等でのボランティア演奏にも力を入れている。

昭和63年度 函館音楽協会奨励賞受賞。

武蔵野音楽大学同窓会北海道南支部会員、函館音楽協会幹事。
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第49回 函館音楽協会 学生コンサート

49回学生コンサートが8月28日（日）函館市芸術ホールで開催されま

　した。　

　学生コンサートは音楽を学ぶ学生によるコンサートで、計６組が日ごろ

の成果を披露しました。

　今回はソプラノ、テノール、ピアノ、ヴァイオリン、フルート、トランペット

と、６ステージ全ての演奏形態が異なり、バラエティに富んだ音色が披露

され、若 し々く情熱たっぷりの熱演に、会場からはあたたかい拍手が送られていました。

　トランペットの成田貴紀さんに出演のご感想をお寄せいただきました。

第

◇札幌大谷大学
　芸術学部音楽学科管弦打楽器コース
　トランペット専攻4年　成田　貴紀
　この度は第49回函館音楽協会学生コンサートに呼んで頂きありがとうございました。

　私は高校から函館を離れていて今回初めて地元でソロで吹かせて頂く機会を頂きとても嬉しかったです。場所も芸術

ホールで小、中学生の頃アンサンブルコンクールや演奏会で何度も演奏させていただく機会があったので馴染みのある

ホールで懐かしさも感じながら演奏しました。

　大学生活最後の年に芸術ホールで吹けて嬉しかったです。演奏に関しては練習してきたことを全て出すことは出来ませ

んでしたが楽しんで演奏できたので悔いはないです。曲目も暗めの曲で難しい曲でしたが少しでも聴いてくださった方の心

に残る演奏が出来ていれば嬉しいです。

　また機会があれば是非演奏したいです。ありがとうございました。

第49回　函館音楽協会　学生コンサート
日時／2022年8月28日（日）
　　　開場13：15　開演14：00
会場／函館市芸術ホール
料金／一般1,000円
　　　学生   500円（中学生以下無料）
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令和4年度函館音楽協会 第63回ジュニアコンサート

館音楽協会主催第63回ジュニアコンサートが9月23日（金・祝）函館

　市芸術ホールで開催されました。　

　ジュニアコンサートは函館とその近郊で音楽を学ぶ子供たちのコンサー

トで、今年度は、ピアノ、ヴァイオリン、フルート、アルトサクソフォーン、声

楽の音色豊かな32ステージが披露され、会場からは温かい拍手が送られ

ていました。

　例年演奏会の最後に行われる写真撮影は、演奏開始前と終演後の２度

に分けて行うなど、密にならないよう最大限の配慮のもと行われました。

　お客様には入場時の検温・消毒に加え、ご来場シートへの記入を頂き、

皆さまの多大なご協力のもと安全に開催できましたことを改めて御礼申し

上げます。

　フルート三重奏で出演した、吉田愛梨さんより感想をいただきました。

函

◇函館白百合学園高等学校3年　吉田　愛梨（フルート）
　今回で5回目のジュニアコンサートに出演させて頂き、私にとってこのコンサートは最後の出演となりました。

　私達は、同じ中学校の吹奏楽部で活動していましたが、今はそれぞれ別の高校に通っているので一緒に練習できる時間

も限られており、上手く合わせられるのか不安でした。しかし、信頼している仲間だからこそアンサンブルは成り立つのだと

改めて思いました。本番では響くホールで気持ちよく吹くことができ、楽しんで演奏することができました。このコンサートで

アンサンブルの楽しさを味わうことができて良かったです。

　このような素晴らしい機会をつくってくださった関係者の方々に感謝申し上げます。そしてフルートの先生や仲間、保護

者の皆様の支えのおかげで素敵な演奏会を終えることができました。とても良い経験をありがとうございました。

函館音楽協会　第63回ジュニアコンサート
日時／2022年9月23日（金・祝）
　　　開場13：00　開演13：30
会場／函館市芸術ホール　料金／無料
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◇「秋季定期演奏会に出演して」～マイナー作曲家に思いを寄せて～ 　寺井　かえ

　先日、カリヨン担当の先生から「ボルトキエヴィチと言うマイナーな作曲家の作品を選ばれた事に興味を持ったので是非

カリヨンに書いて欲しい」との依頼があり、ボルトキエヴィチに反応して下さった事にとても嬉しく思いました。私のライフ

ワークでもある「マイナー作曲者の名曲発掘」に興味を持っていただける事はこの上ない喜びです。作曲家に代わりお礼申

し上げます。ウクライナ生まれのボルトキエヴィチについては、ここに書くと長くなるのでご興味のある方はWikipedia等で

ご覧ください。　　　　　

　さて、「どうしてマイナー作曲家の作品を弾くのか」と言うご質問ですが、これは以前から複数の方に聞かれているので

お答えしましょう。ずばり「趣味だから！」です。2014年のカリヨンに書きましたが、音大時代から40年近く「もっと知らな

い素敵な曲があるのではないか」との思いから日々ネットを漁り続ける毎日は幸せでもあり辛くもあります。

　まず、マイナー作曲家に良品は滅多にないという事。それでも稀に（今回のボルトキエヴィチや前回のカジュラエフの様

に）自分の感性にビビッとくる曲に出会った時など得も言われぬ高揚感に包まれ「弾いてみたい」思いから楽譜探しが始ま

ります。が、それは苦難の始まりでして、まず、マイナー作曲家の楽譜は売れないので出版社も作らないのでしょう。今回も

そうですが、2014年の秋定で演奏したゲッツのピアノトリオ。これも楽譜を何年も探し、ウィーンの老舗楽譜屋の地下倉庫

で見つけました（以前のカリヨンに書きましたね）。今でこそ日本版もあるセヴラックも30年前はマイナーで楽譜入手も困難

でした。ヤマハを通じて海外発注したものの、1年以上待って諦めていた頃届いたのですが、変色してボロボロなものでし

た。それでも嬉しくて早速練習に取り掛かりました。今までの話は音源があって楽譜が無い話でしたが、逆（楽譜はあるの

に音源が無い）もありました。

令和4年度函館音楽協会 秋季定期演奏会

月23日（水・祝）14:00より、函館市芸術ホールに於いて令和4年度

　函館音楽協会秋季定期演奏会が開催されました。

　定期演奏会は当会会員の研鑽の場として春と秋に年二回開催して

おり、秋季定期演奏会は毎回テーマを設けたプログラム構成になってい

ます。

　今回は「愛と平和への祈りをこめて～LOVE and PEACE CONCERT～」

と題して、昨今の状況を鑑みて、平和への願いを込めた作品が取り上げら

れました。

　演奏構成は、リコーダーアンサンブル、ソプラノ独唱、フルートやピアノの

独奏、二台ピアノ、二台八手ピアノ、メゾ・ソプラノとマリンバのアンサンブル

と音色多彩に、奏者それぞれの平和への想いが曲に乗せられ表現されま

した。

　感染症第8波の最中の開催となりましたが、演者は一人も欠けること

なく、また会場には300名ほどのお客様がご来場下さり、たくさんの拍手

を送って頂きました。

　会場に於いても消毒、検温に加えチケットへのご連絡先記入など皆さま

の多大なご協力のもと無事開催できましたことを心より御礼申し上げます。

　出演した寺井かえ氏よりコメントをお寄せいただきました。

11

令和4年度函館音楽協会
秋季定期演奏会
愛と平和への祈りをこめて
～LOVE and PEACE CONCERT～
日時／2022年11月23日（水・祝）
　　　開場13：30　開演14：00
会場／函館市芸術ホール
料金／一般1,000円
　　　学生  500円（中学生以下無料）
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　1998年秋定の「ガーシュウィンとアメリカ音楽」の時はマグダウェルのソナタを弾いたのですが、この頃はまだ、動画サイ

トも無くＣＤも無かったので、楽譜を研究しながら自分で弾いて曲にしていきました。現在は昔より音源も楽譜も入手しや

すくなりましたが、これだけグローバル化されてもマイナー作曲家の楽譜は入手困難です。今、興味のある作曲家が数名い

るのですが、母校の音大図書館、国会図書館、imslpにも無い状態です。しかし、諦めず、いつか楽譜を入手しステージで

披露したいです。私もアラ還ですのであと何回ステージに立てるか分かりませんが、ピアノを弾ける事を幸せに思い、地道

にこの活動を続けて行きたいと思っております。末筆になりましたが、いつも演奏の機会を与えて下さる音楽協会、関係者

の皆様に厚くお礼申し上げます。

コンサート情報

―主催•協力事業―

春季定期演奏会
■日　時／ 2023年５月28日（日）

　　　　　時刻未定

■会　場／函館市芸術ホール

学生コンサート
■日　時／ 2023年８月27日（日）

　　　　　時刻未定

■会　場／函館市芸術ホール

ジュニアコンサート
■日　時／2023年９月23日（土祝）

　　　　　時刻未定

■会　場／函館市芸術ホール

秋季定期演奏会
■日　時／ 2023年11月25日（土）

　　　　　時刻未定

■会　場／函館市芸術ホール

―後援事業―

2023スプリング・コンサート
石丸典子メゾ・ソプラノリサイタル
～MY FAVORITE SONGS～
■日　時／ 2023年2月26日（日）14：00開演

■会　場／函館市芸術ホール［ハーモニー五稜郭］

■料　金／一般2,000円　U25 1,000円　小・中学生無料

■出　演／石丸　典子［メゾ・ソプラノ］　後町　久子［ピアノ］ 

　　　　   森　　洋子［チェンバロ］

■主　催／公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

　　　　   HBC函館放送局

■問合せ／ 0138-55-3521（函館市芸術ホール）
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令和4年度函館市文化団体協議会白鳳章受章　細谷　悦子氏（本名：佐藤　悦子）
　この度、私は函館市文化団体協議会の名誉ある白鳳章を会長の鈴木大有様からいただ
きました。身に余る光栄と感謝致しております。白鳳章は長年の文化貢献との事でした。振
り返ってみますと、函館音楽協会に在籍して、約50年の間には、私にとって音楽を演奏す
る大切な二つの会がございます。
　ひとつは48年前から主宰する[教育音楽ぐるーぷどるちぇ]と、二つ目は30年前に私が命
名する事となった[函館の文学と音楽の会]です。この二つの会はお互いに支え合って、様々
な講座や音楽会を催して来ました。私は声楽家として詩の大切さと、作曲家の意図を知る
為に、平井康三郎先生や中田喜直先生の歌曲を直接ご指導を受ける事が出来ました。
レッスンの内容は私の大切な糧です。喜直先生には日本童謡の会でも私は会員として学ば
せていただき、それが[はこだて童謡の会]として現在も曲の解説付きで講師をしておりま

す。日本歌曲は畑中良輔先生の会の会員として、勉強させていただきました。良輔先生は北海道から上京する私にご自身
の事を書いたご本をプレゼントしてくださいました。
　私がシリーズで開催している[函館ゆかりの詩人によるコンサート]は石川啄木、島崎藤村から川内康範まで様々な音楽
会を致しました。野口雨情の赤い靴の除幕式では、高橋海堂先生の書の歌碑に私の指揮で小学生の子供達が、赤い靴を
履いて歌い、曲の内容を伝えて、自分達の幸せを考える良い機会となりました。今回25年振りに三木露風の詩による講演
と音楽会を開催致しました。赤蜻蛉100年を記念し、函館市市制施行100周年事業や市民舞台奨励事業のおかげで、トラ
ピスト修道院の小山神父様から私に託された、シャルルタルシス修道士の未発表の曲と佐々木茂先生に依頼した素敵な
曲[風に]をメインに様々な露風の曲をご紹介する事が出来ました。今回の受章は私だけのものではなく、皆様のご支援とご
厚情があっての賜物と心から感謝を致しております。今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。

令和４年度函館市文化団体協議会青麒章受章　類家　唯氏
　この度の青麒章受章とても嬉しく思っております。私は留学先のドイツから函館に帰国し
活動し始めてから今年で10年目になります。
　これまでに様々な音楽活動に関わらせて頂くことが出来て、その一つ一つの経験が大切
な財産になっております。今年の8月に函館市制施行100周年記念式典の記念ステージに
て母校である市立函館高校吹奏楽局の皆さんとガーシュウィンのラプソディ・インブルーを
共演させて頂きました。普段の私は舞台に上がる時はどの様な曲でも手足が震えるくらい
の緊張を感じる時の方が多く、家での練習の60%程しか出せなくて悔やむことばかりなの
ですが、指揮の澤邊諒先生が素晴らしいリードをしてくださり、高校生の皆さんが全力で
演奏している姿に感動し、この機会にありがとうございますという気持ちで演奏してみると
練習の100%を出すことが出来て、一生忘れられない思い出深い演奏になりました。これから

も感謝の気持ちを忘れずに、心をこめて日々練習と本番に向き合っていけたらと思っております。自分が大変な時にも応援し
支えてくださった音楽関係者の皆様、函館音楽協会の先生方、共演者の皆様、音楽仲間や友人にこの場を借りて心からお礼
を申し上げたいと思います。

令和４年度函館市文化団体協議会 細谷悦子氏 白鳳章受章 類家唯氏 青麒章受章

のたび当会会員、細谷悦子氏が令和４年度函館市文化団体協議会 白鳳章を受章、類家唯氏が青麒章を受章致しま
した。

　白鳳章は市の文化・芸術の振興に長年貢献した個人や団体に、また青麒章はこの1年間で特に優れた文化芸術活動を
行った個人や団体に贈られます。
　細谷悦子氏は、「教育音楽ぐるーぷどるちぇ」を主宰し長年後進の育成に力を注ぐ傍ら、５年ごとに大きな演奏会を開催
し、東京で活躍する一流ソリストを迎え、函館の若いソリストとの共演を通して函館クラシック音楽の質の向上に寄与され
ています。また、地元函館ゆかりの文学者による作品に目を向け、今年は三木露風赤とんぼ100年記念コンサートのプロ
デュースを手掛け、観客に感動と音楽の素晴らしさを伝えたことが評価されました。
　類家唯氏は、ソロ活動、アンサンブルピアニストとして多数の共演を果たす一方で、函館音楽アカデミーを立ち上げ後進
の育成に尽力し、今年７月にはコンクールで指導者賞を受賞しています。令和４年８月に開催された函館市市制施行100
周年記念式典においても情感豊かな演奏を披露し式典に華を添えました。また、オーケストラ奏者を招いて地元学生に指
導の機会を提供し、函館地区の音楽の質の維持向上に取り組んでいることが評価されました。
　この度の受賞心よりお祝い申し上げます。

こ


