










函館ＦＭラジオ局函館ＦＭラジオ局函館ＦＭラジオ局函館ＦＭラジオ局    ＦＭいるかＦＭいるかＦＭいるかＦＭいるか    にににに    登場しました。登場しました。登場しました。登場しました。    

 

 

２０１２年９月４日 １１：４０～１１：５０ 

「暮らしつづれおり」 

パーソナリティの山形敦子さんにインタビューいただきました。 

 

 

２０１２年９月１１日 １０：１５～１０：３０ 

「暮らしつづれおり」 

パーソナリティの山形敦子さんにインタビューいただきました。続編 

 

 

２０１２年 １１：１０～１１：３０ 

「市立函館高校 SBC通信」 

演奏会の様子とインタビューが放送されました。 



暮暮暮暮らしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログ版版版版

ＦＭいるか「暮らしつづれおり」（月～木、10:00～11:56オンエア中）公式ブログ

北海道函館市にあるコミュニティ放送局
ＦＭいるかにて、毎週月～木に放送中
の番組「暮らしつづれおり」の公式ブロ
グです。

主に番組にいらしたお客様のご紹介
や、放送で取り上げたイベントの情報、
そしてパーソナリティ山形敦子からのメ
ッセージが掲載されます。番組と合わせ
てお楽しみください！

最近最近最近最近のののの記事記事記事記事

(10/11)暮らし上手(2012/10/11)

(10/11)人ネットワーク(2012/10/11)

(10/11)暮らしつづれ便り

(2012/10/11)

(10/10)ワンダーキッズ(2012/10/10)

(10/10)人ネットワーク(2012/10/10)

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

つれづれ＠あつこ(262)

お客様紹介(652)

イベント情報(232)

番組からのおしらせ(19)

週替わりコーナー(423)

検検検検索索索索

過去過去過去過去ログログログログ

2012年10月(20)

2012年09月(38)

2012年08月(51)

2012年07月(47)

2012年06月(41)

2012年05月(41)

2012年04月(41)

2012年03月(36)

2012年02月(37)

2012年01月(31)

2011年12月(32)

2011年11月(50)

2011年10月(43)

2011年09月(41)

2011年08月(41)

2011年07月(36)

2011年06月(40)

2011年05月(31)

2011年04月(42)

2011年03月(40)

ブログラインナップブログラインナップブログラインナップブログラインナップ

ＦＭいるか ホームページ

【最新情報】 807BLOG

街角情報 いるか号日記

八木森佐知子のモーニングプラザ

ご機嫌ブログ！皆方流

My Sweet Life

金曜音楽バラエティ

<< 2012年年年年10月月月月 >>

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

検索

������ ウェブ ������ 記事

10/8(月月月月)～～～～10/11(木木木木)にごにごにごにご出演出演出演出演いただくおいただくおいただくおいただくお客客客客様様様様ですですですです。。。。

10月月月月8日日日日(月月月月)

10：：：：40～～～～ざいだんインフォメーションざいだんインフォメーションざいだんインフォメーションざいだんインフォメーション「「「「ラジオラジオラジオラジオ ステップアップステップアップステップアップステップアップ」」」」

函館市芸術ホール 内藤郁子さん 札響メンバーの方(お電話)
リサイタルシリーズ「札響メンバーの室内楽」のご案内

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク

常滑焼作家 日本工芸会正社員 小西洋平さん(お電話)

急須作家 白岩大佑さん(スタジオ)

10月月月月9日日日日(火火火火)

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
函館行政評価分室 遠藤雅則さん

10月月月月10日日日日(水水水水)

10:15～～～～ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ 子育子育子育子育てててて研研研研究所究所究所究所
函館短期大学 松田賢一先生

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
ガーデンショップきこうえん 桜木美貴子さん

10月月月月11日日日日(木木木木)

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
函館地方裁判所長 笹野明義さん

10/8(月月月月)～～～～10/11(木木木木)もももも「暮「暮「暮「暮らしつづれおりらしつづれおりらしつづれおりらしつづれおり」」」」におにおにおにお付付付付きききき合合合合いくださいいくださいいくださいいください。。。。

<< お知らせ(2012/9/4) | TOP | 人ネットワーク(2012/9/4) >>

2012年年年年09月月月月04日日日日

暮暮暮暮らしつづれらしつづれらしつづれらしつづれ便便便便りりりり

11：40～暮らしつづれ便り

写写写写真真真真家家家家でありでありでありであり、手、手、手、手廻廻廻廻しオルガンしオルガンしオルガンしオルガン奏者奏者奏者奏者のののの紀紀紀紀(きのきのきのきの)あささんあささんあささんあささんにお越し頂きました。

9月7日(金)から9月30日(日)までハコダテトリエンナーレ2012が開催されます。

今回は西部地区にある大正～昭和初期に建てられた建物を会場に

国内外で活躍する若いアーティストと函館に住むアーティストの作品が展示されています。

紀さんの作品はギャラリー三日月(弥生町)にて展示されます。

また、手廻しオルガン奏者である紀さんは演奏会も行います。

「オルガンを始めようと思ったのは、

ヨーロッパでオルガンの音を聞いたのがきっかけです。」とお話されていました。

写真は今回のオルガン演奏会の衣装で、ピエロをモチーフにされたそうですよ♪

とてもかわいらしいですね！

ここでここでここでここで、、、、オルガンオルガンオルガンオルガン演奏演奏演奏演奏会会会会のごのごのごのご案案案案内内内内ですですですです。。。。

秋秋秋秋のバルのバルのバルのバル街街街街とととと同日同日同日同日となるハコダテトリエンナーレのオープニングをとなるハコダテトリエンナーレのオープニングをとなるハコダテトリエンナーレのオープニングをとなるハコダテトリエンナーレのオープニングを

手手手手廻廻廻廻しオルガンのしオルガンのしオルガンのしオルガンの演奏演奏演奏演奏とパフォーマンスでとパフォーマンスでとパフォーマンスでとパフォーマンスで彩彩彩彩られますられますられますられます♪

日時：日時：日時：日時：9月月月月7日日日日(金金金金)14時～時～時～時～

場所：函館市地域交流場所：函館市地域交流場所：函館市地域交流場所：函館市地域交流まちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンター前前前前

ぜひおぜひおぜひおぜひお越越越越しししし下下下下さいさいさいさい！！！！

ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー三日月三日月三日月三日月でもでもでもでも演奏演奏演奏演奏会会会会がががが行行行行われますわれますわれますわれます♪

日時：日時：日時：日時：9月月月月15日、日、日、日、16日、日、日、日、17日日日日 9月月月月29日日日日とととと9月月月月30日日日日(トリエンナーレフィナーレトリエンナーレフィナーレトリエンナーレフィナーレトリエンナーレフィナーレ)

各日各日各日各日13時、時、時、時、15時時時時からからからから。各回定員。各回定員。各回定員。各回定員15名名名名

場所：場所：場所：場所：ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー三日月三日月三日月三日月

料金：無料料金：無料料金：無料料金：無料(予約優先予約優先予約優先予約優先)

ギャラリー三日月での演奏会のお問い合わせは

0138-87-0787 ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー三日月三日月三日月三日月までお願いします。

かわいらしい衣装とオルガンの音色に癒されてみてはいかがでしょうか。

副業で３億円稼げるかも？ 電子書籍でかんたん個人出版 ハロウィン

暮らしつづれ便り: 暮らしつづれだより・ブログ版暮らしつづれ便り: 暮らしつづれだより・ブログ版

http://tapestry.seesaa.net/article/290234559.html



キャンパスデイズ！

紀紀紀紀あささんのあささんのあささんのあささんのＨＰＨＰＨＰＨＰもぜひご覧ください。

紀さんは来週11日の火曜日もご出演してくれますよ。

詳しく活動内容などをお伺いしていきますのでお聞き逃しなく！

【イベント情報の最新記事】

暮らしつづれ便り(2012/10/11)..

暮らしつづれ便り(2012/10/4)

暮らしつづれ便り(2012/10/1)

暮らしつづれ便り(2012/9/25)

ざいだんインフォメーション ラジオ・ステ..

暮らしつづれ便り(2012/9/19)

暮らしつづれ便り(2012/9/12)

手廻しオルガン奏者・写真家 紀あささん(..

暮らしつづれ便り(2012/9/11)

絵本読み語りグループ「マシュマロ」(20..

posted by やまがたあつこ＆ＦＭいるかスタッフ at 15:36| イベント情報 |  | 

生酵素生酵素生酵素生酵素でダイエットでダイエットでダイエットでダイエット-10kg!? moist-corp.jp

酵素不足を補給！今なら630円でスタート！生酵素ファン急増中です！

会会会会社員社員社員社員におにおにおにお勧勧勧勧めのめのめのめの副業副業副業副業 secret.com

普通の会社員が毎月１０００万円以上稼ぐ秘密の副業とは？

ツイートツイートツイートツイート 3

Seesaaブログ

いいね！ 0

暮らしつづれ便り: 暮らしつづれだより・ブログ版暮らしつづれ便り: 暮らしつづれだより・ブログ版

http://tapestry.seesaa.net/article/290234559.html



暮暮暮暮らしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログらしつづれだより・ブログ版版版版

ＦＭいるか「暮らしつづれおり」（月～木、10:00～11:56オンエア中）公式ブログ

北海道函館市にあるコミュニティ放送局
ＦＭいるかにて、毎週月～木に放送中
の番組「暮らしつづれおり」の公式ブロ
グです。

主に番組にいらしたお客様のご紹介
や、放送で取り上げたイベントの情報、
そしてパーソナリティ山形敦子からのメ
ッセージが掲載されます。番組と合わせ
てお楽しみください！

最近最近最近最近のののの記事記事記事記事

(10/08)ざいだんインフォメーション ラジ

オ・ステップアップ(2012/10/8)

(10/08)人ネットワーク(2012/10/8)

(10/04)人ネットワーク(2012/10/4)

(10/04)「お茶と本とでこころのメンテナン

ス♪」

(10/04)コリアンホットライン

(2012/10/4)

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

つれづれ＠あつこ(262)

お客様紹介(649)

イベント情報(231)

番組からのおしらせ(19)

週替わりコーナー(420)

検検検検索索索索

過去過去過去過去ログログログログ

2012年10月(13)

2012年09月(38)

2012年08月(51)

2012年07月(47)

2012年06月(41)

2012年05月(41)

2012年04月(41)

2012年03月(36)

2012年02月(37)

2012年01月(31)

2011年12月(32)

2011年11月(50)

2011年10月(43)

2011年09月(41)

2011年08月(41)

2011年07月(36)

2011年06月(40)

2011年05月(31)

2011年04月(42)

2011年03月(40)

ブログラインナップブログラインナップブログラインナップブログラインナップ

ＦＭいるか ホームページ

【最新情報】 807BLOG

街角情報 いるか号日記

八木森佐知子のモーニングプラザ

ご機嫌ブログ！皆方流

My Sweet Life

<< 2012年年年年10月月月月 >>

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

検索

������ ウェブ ������ 記事

10/8(月月月月)～～～～10/11(木木木木)にごにごにごにご出演出演出演出演いただくおいただくおいただくおいただくお客客客客様様様様ですですですです。。。。

10月月月月8日日日日(月月月月)

10：：：：40～～～～ざいだんインフォメーションざいだんインフォメーションざいだんインフォメーションざいだんインフォメーション「「「「ラジオラジオラジオラジオ ステップアップステップアップステップアップステップアップ」」」」

函館市芸術ホール 内藤郁子さん 札響メンバーの方(お電話)
リサイタルシリーズ「札響メンバーの室内楽」のご案内

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク

常滑焼作家 日本工芸会正社員 小西洋平さん(お電話)

急須作家 白岩大佑さん(スタジオ)

10月月月月9日日日日(火火火火)

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
函館行政評価分室 遠藤雅則さん

10月月月月10日日日日(水水水水)

10:15～～～～ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ 子育子育子育子育てててて研研研研究所究所究所究所
函館短期大学 松田賢一先生

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
ガーデンショップきこうえん 桜木美貴子さん

10月月月月11日日日日(木木木木)

11：：：：10～人～人～人～人ネットワークネットワークネットワークネットワーク
函館地方裁判所長 笹野明義さん

10/8(月月月月)～～～～10/11(木木木木)もももも「暮「暮「暮「暮らしつづれおりらしつづれおりらしつづれおりらしつづれおり」」」」におにおにおにお付付付付きききき合合合合いくださいいくださいいくださいいください。。。。

<< 人ネットワーク(2012/9/11) | TOP | 暮らしつづれ便り(2012/9/12) >>

2012年年年年09月月月月11日日日日

手手手手廻廻廻廻しオルガンしオルガンしオルガンしオルガン奏者奏者奏者奏者・・・・写写写写真真真真家家家家 紀紀紀紀あささんあささんあささんあささん(2012/9/11)

10：15～

この時間は、

手廻しオルガン奏者であり、写真家でもある

紀紀紀紀(きのきのきのきの)あささんあささんあささんあささんにお越し頂きました。

先日ご出演してくださった際は

オルガンパフォーマンスのイベント告知がメインでしたが

今回は活動についても詳しくお話をお伺いしましたよ。

先日、まちづくりセンターの前で

バル街とハコダテトリエンナーレのオープニングを

手廻しオルガンの演奏とパフォーマンスで彩られた紀さん。

みぞろけまりんさんとお二人でパフォーマンスされたそうです。

こちらは旧大黒湯でのご様子。

パソコン１台で副業可能 電子書籍でかんたん個人出版

手廻しオルガン奏者・写真家 紀あささん(2012/9/11): 暮らしつづれだより・ブログ版手廻しオ...

http://tapestry.seesaa.net/article/291976908.html



金曜音楽バラエティ

キャンパスデイズ！

とてもかわいらしいですね♪

この手廻しオルガンは、

手廻しするとパフォーマンスで使用する紙しばいも動く、という仕組みになっていて

谷目基さんが作ってくれたそうですよ。

紀さんの演奏は、このあと9月15日(土)16日(日)17日(月)に

ギャラリー三日月にて開催されます。

入場は無料ですが予約者優先となっています。

詳しくは、ギャラリー三日月 電話：0138-87-0787

までお願いします。

みなさん、どうぞ足をお運び下さい♪

紀さん、ありがとうございました。

【イベント情報の最新記事】

暮らしつづれ便り(2012/10/4)

暮らしつづれ便り(2012/10/1)

暮らしつづれ便り(2012/9/25)

ざいだんインフォメーション ラジオ・ステ..

暮らしつづれ便り(2012/9/19)

暮らしつづれ便り(2012/9/12)

暮らしつづれ便り(2012/9/11)

絵本読み語りグループ「マシュマロ」(20..

暮らしつづれ便り(2012/9/5)

敦子のマイフェイバリッツ(2012/9/..

posted by やまがたあつこ＆ＦＭいるかスタッフ at 16:38| イベント情報 |  | 

今、話題今、話題今、話題今、話題のののの、生酵素！、生酵素！、生酵素！、生酵素！ moist-corp.jp

痩せにくい原因は、酵素不足だった！114種類の酵素が一度に摂れて、
630円！

楽楽楽楽ヤセヤセヤセヤセ！？！？！？！？-10kg！？烏龍減肥！？烏龍減肥！？烏龍減肥！？烏龍減肥 kul3.moist-corp.jp

スグにスタート！たっぷり一ヶ月分が今だけらくらく定期で630円♪

ツイートツイートツイートツイート 2

Seesaaブログ

いいね！ 0

手廻しオルガン奏者・写真家 紀あささん(2012/9/11): 暮らしつづれだより・ブログ版手廻しオ...

http://tapestry.seesaa.net/article/291976908.html


