
※イベントの日時、内容等が予告なく変更される場合があります。最新情報は各イベント主催者へお問い合わせください。
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2022年1月／2月 イベントスケジュール

Event  Schedule

イベントスケジュール2022 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

HAGANE MUSIC 2022開催決定！

※2021年12月1日現在

1 2

1
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

小ホールLIVE@ARTEPIA2022 LIVE@ARTEPIA2022実行委員会
090-8361-1210

入場無料

入場無料9（日）

8（土）

LIVE@ARTEPIA2022実行委員会
090-8361-1210LIVE@ARTEPIA2022 小ホール開演 11：30

（開場 11：00）

開演 14：30
（開場 14：00）

安来市 文化スポーツ振興課
0854-23-3075

23（日） 【前売券】1,500円
小中高校生無料

開演 14：30
（開場 14：00）

開演 14：00
（開場 13：30）

なかうみ交響楽団
090-8605-1615（角）

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.4 大ホール

2
月 小ホール令和3年度 安来市スポーツ指導者研修会

入場無料
事前申し込みが必要

当日受付可（ ）

入場無料27（日） 赤江交流センター
0854-28-8982Groovin’Lab 第10回 定期演奏会 大ホール開演 15：00

（開場 14：30）

入場無料27（日） やすぎジュニアブラスバンド
080-1924-6379やすぎジュニアブラスバンド 卒業コンサート 小ホール開演 13：30

（開場 13：00）

入場無料12（土） 米子がいな太鼓保存会
0859-33-4053米子がいな太鼓 鼓動心響だんだん inアルテピア 大ホール

大ホール安来市消防出初式 安来市消防本部
0854-22-0119

関係者のみ入場可9（日） 開演 10：00
（開場  9：30）

15（土）
【前売券】
一般 3,000円
学生 1,500円

開演 14：00
（開場 13：30）

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

HAGANE MUSIC2021 第三弾
さくら＆葉 衛陽（よう えいよう） 大ホール

13（日）

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

絵本ブース
10：00～12：00
マルシェ

10：00～16：00

小ホールあるてぴあ 一箱絵本市 入場無料11（金・祝）

※202２年1月4日は休館日、5日は臨時休館日です。

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

Event Information

「民謡魂 ふるさとの唄」 開催決定

ベートーヴェン生誕250年記念

交響曲連続演奏会Vol.4

あるてぴあ 一箱絵本市

「アルテピア アーティストバンク」 始動予定

HAGANE MUSIC2021 第三弾
さくら＆葉 衛陽（よう えいよう）

A Happy New
Art & Entertainment

世界各地の質の高い音楽とその伝統に触れ、アーティストたちが大切にしてきたものを感じ、新たに融合する『ハガネミュージック』
は2022年で5年目を迎えます。安来の伝統・ハガネと、世界の音楽との伝統の融合を目指し、このハガネミュージックでしか出会
えないコンサートをお届けします。

今年もハガネミュージックでしか出会えないアーティストをラインナップ！
発表はCOMMING SOON…

2 0 2 2

2022

ハガネミュージック 始動！！
NEWS

あの熱狂が帰ってくる。



2022年1月15日（土）｜大ホール
開場13:30 開演14:00
自由席（一部指定）

2022年2月11日（金・祝）｜小ホール
絵本ブース10：00～12：00　マルシェ10：00～16：00

（子ども鑑賞支援制度）

■ 販売期間：～2022年1月9日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

中国

※3歳未満入場不可

※出演者、出演時間等を変更する場合があります。

HAGANE MUSIC2021 チケット料金

※アルテピア総合案内のみで販売いたします。 ※予定枚数に達し次第販売終了いたします。　　

■ 販売期間：絶賛発売中一般販売

前 売
一　般
学　生

3,000円
1,500円

3,500円
2,000円

2,500円
1,000円

当 日パートナーズクラブ会員

※指定席、アルテピアパートナーズクラブ割引、当日券はアルテピアのみで販売いたします。
　学生券はアルテピア、シマチケで販売いたします。
※学生券の対象は大学生・専門学校生・短大生以下。当日入場時に学生証（生徒手帳）等
をご提示いただきます。
※車イススペースをご希望の方はアルテピアまでご相談ください。 【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

【お問い合わせ】安来市 文化スポーツ振興課／0854-23-3039

2022年1月23日（日）｜大ホール
開場14:00 開演14:30｜全席自由

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.4

安来の楽団、なかうみ交響楽団が2019年から演奏を開始したベートーヴェン生誕250年記念の
交響曲連続演奏会第4弾が開催します。今回は映画「のだめカンタービレ」のテーマにも使用さ
れている有名な交響曲第7番、ベートーヴェンが作曲した中で一番愛していたとされる交響曲第
8番を演奏します。全国のアマチュアオーケストラで、ベートーヴェン交響曲連続演奏会を行う
のはなかうみ交響楽団だけ！ ぜひお越しください。

きっと、あなたは耽美な音色に酔いしれる。
中国伝統曲から現代曲まで超絶技巧の
華麗な指さばきで魅せる中国琵琶の世界！

なかうみ交響楽団が奏でる
ベートーヴェンの壮大な交響曲シリーズ

先着20名様を「HAGANE MUSIC2021 第三弾 さくら＆葉 衛陽」
公演へご招待します。

※未就学児入場不可

2022年3月6日（日）｜大ホール
「民謡魂 ふるさとの唄」 開催決定

「アルテピア アーティストバンク」 始動予定

さくら＆葉 衛陽

Go to アルテピア
新企画

HAGANE MUSIC2021
特設ページはこちら！

よう えい よう

【お問い合わせ】なかうみ交響楽団 角／090-8605-1615　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

一般販売 ■ チケット料金：一般前売 1,500円　高校生以下無料（要整理券）
■ 販売期間：絶賛発売中

●回収場所：アルテピア総合案内の絵本回収BOX
●回収時期：通年で募集中

●応募締切：2022年2月6日（日）まで

10：00～ 
10：15～ 
11：15～ 

12：00　
12：15～
13：15～
 
16：00

絵本ブース、マルシェスタート
演劇Project Bee（朗読劇）
安来スティールパンオーケストラ・あぷりこっと
（スティールパン演奏と楽器体験コーナー）
絵本ブース終了
ミニオペラ（寺内 智子、新田 恵理子）
日本一の天才キッズ！
すごワザ☆縄跳びパフォーマンス（中原 翔）
マルシェ終了

プログラム 交響曲第7番 イ長調 作品92
交響曲第8番 ヘ長調 作品93

プログラム
中国琵琶二重奏「春の海」
中国伝統曲「天山の春」
クラシック「チャルダッシュ」「熊蜂の飛行」ほか

出演者 指揮：水間 満
演奏：なかうみ交響楽団

〈ワークショップ〉

〈フード〉

・絵本と雑貨販売（子どもの本 つ～ぼ） ・似顔絵
・骨盤矯正 ・タロット占い
・バルーンアート ・ハコライト
・キッズアクセサリー ・蝶々のハーバリウム
・クレープ ・大山おこわ ・唐揚げ ・カレー
・美味しいパン販売 ・クッキー
・大國坊まんじゅう ほか

対　　象：
条　　件：

応 募 先：
応募締切：

3歳以上、高校生以下
終演後、2週間以内に感想（400字程度、書式なし）を
アルテピアへご提出ください。
安来市総合文化ホール アルテピア TEL 0854-21-0101
2022年1月9日（日）

皆様の使わなくなった絵本を大募集しています。どんな絵本でも構いません、
寄付された絵本は絵本市にて子どもたちに無料で譲渡いたします。大切な思い
出とともに次の子どもたちに絵本を引き継ぎませんか？

絵本ブースに出店いただける方を大募集します。フリーマー
ケット初めての方も大歓迎！ わかりやすいようにマニュアルな
どもご用意しています。みんなで楽しく絵本市を盛り上げましょ
う！ 詳細はアルテピアホームページ又はチラシをご覧ください。

絵本のご寄付をお願いします。

プログラム

おたのしみマルシェ

絵本の出店者を大募集します！

「あるてぴあ 一箱絵本市」はミカン箱一つ分の絵本を持ち寄り、フリー
マーケット方式で自由に販売できるイベントです。家に眠っている絵本を
大切な思い出とともに次の子どもたちに引き継ぎませんか？ おいしい食
べ物やワークショップ、ステージイベントなどわくわくが盛りだくさん！ 
絵本をテーマにした子育て世代の交流拠点、「あるてぴあ 一箱絵本市」
にぜひお越しください。

応募方法・〆切・出演者等の詳細は決まり次第、NHK松江放送局ホームページ、安来市ホームページ・市広報誌
「どげなかね」２月号に掲載します。

プロ・アマチュア問わず、安来市にゆかりのあるアーティストやグループを広く市民の皆さまへ紹介するデータバンク
を開設予定。今後、このデータバンクへの登録者を募集します！
募集対象ならびに募集期間、登録の方法などの詳細は準備が整い次第、アルテピアホームページにて告知します。
地元アーティストの活動機会、また市民の皆さまへの芸術鑑賞の機会を創出する『アルテピア アーティストバンク』に
ご期待ください！

2021 HAGANE MUSIC2021

第三弾

なかうみ交響楽団は周辺地域で活動を行うグルー
プや個人が連携し、管弦楽曲を演奏する機会を作
ることを目的としたネットワークオーケストラ。指揮
は島根県文化奨励賞を受賞した水間 満。

予告①

予告②

入場
無料

※当日券は前売券の500円増しです。　※車イススペースをご希望の方はアルテピアまでご相談ください。

急募！

ホームページは
こちら

イベン
ト盛り

だくさ
ん！


