A R T E P I A Fun!

安 来 市 総 合 文 化 ホ ー ル ア ル テピア 情 報 誌

Pick Up Event

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー 夢の3大バレエ

7 月30日（月）｜大ホール

ウクライナの
バレエ団が
再来日！

TA K E F R EE

VOL.

①開場14：30 開演15：00 ②開場18：00 開演18：30 ｜全席指定

初心者の方にもオススメ！
「くるみ割り人形」
「 白鳥の湖」
「 眠れる森の美女」などの
名場面だけを集めた豪華公演！

【シリーズ第3弾】

Pan Note Magic

■ 前売・当日同料金／3,800円（税込）

※前売券完売の場合は当日券の発売はありません。
※4歳未満入場不可。 ※4歳以上のお子様もお一人につき入場券が一枚必要です。

山陰初上陸！ パン ノート マジック

【プレイガイド】 ローソンチケット／0570-000-407（Lコード：31563）

チケットぴあ／0570-02-9999（ Pコード：485-545）
イープラス／http://eplus.jp
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内 ※その他プレイガイドはお問い合わせください。

【お問い合わせ】 安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

東京スカパラダイス
オーケストラ

2018 Tour「SKANKING JAPAN」
めんどくさいのが愛だろっ？ 編

11 月25日（日）｜大ホール
開場17：00 開演17：30 ｜全席指定

パートナーズクラブ会員先行販売（

お一人様4枚まで
先着順

）

■ 販売期間／7月7日（土）10:00〜7月20日（金）19:00
■ 会員特別価格／5,700円（税込）
※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。
※販売期間内でも予定枚数に達し次第販売終了いたします。

【プレイガイド】 ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：62399）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：106-196）
イープラス／http://eplus.jp
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内

■ 前売価格／6,200円（税込）
■ 一般前売発売日／7月28日（土）10:00〜
■ その他ファンクラブ、公式ＨＰなどでも先行販売あり
※前売券完売の場合は当日券の発売はありません。 ※3歳未満入場不可。

【お問い合わせ】 安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101
キャンディープロモーション岡山／086-221-8151

Pick Up Events
荒島 松江方面から
八幡宮
ファミリーマート

荒島駅

9

山陰 本 線

〒692-0014 島根県安来市飯島町70番地

FAX：0854-21-0250

180

入会金・会費 無料

川

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

45

至広瀬

伯太川

川

開館時間：9：00〜22：00 ※ご利用のお申し込みは9：00〜19：00です。
休 館 日：○火曜日（祝日を除く。祝日の場合はその翌日） ○12月29日〜翌年1月3日

米子方面から
舶来屋

安来IC

吉田

HP：http://www.artepia.jp

9

安来市給食センター

飯梨

Eメール：arte@artepia.jp

TEL：0854-21-0101

安来駅

安来市総合文化ホール
アルテピア

至松江 安来市立
第三中学校

山陰道
257

至米子
至伯太

【アルテピアパートナーズクラブ】メンバー募集中！

アルテピアファン！ 2018.7-8月号

編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア

発行日：2018年6月15日

オタヴァ・ヨ（ハガネミュージック）
パン ノート マジック（ハガネミュージック）

安来市役所

Ⓒ無断転載・複製を禁ず

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー 夢の�大バレエ

東京スカパラダイスオーケストラ

���� Tour「SKANKING JAPAN」“めんどくさいのが愛だろっ？”編

Information

2018年7月／8月 イベントスケジュール
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7-8 2018

特設サイトを
チェック！

2018年度アルテピアオリジナル企画

2018年

7
月

全5回のコンサートのうち第1回が先日終了し、大いに盛り上がりました！

開

今後も世界を舞台に活躍するトップアーティストの公演にご期待ください！

催

間 近！

第

2弾

7 月1

OPEN 14:3 0
日（日） START 15:0 0

小ホール

オタヴァ・ヨ
Отава Ё

ロシアの伝統音楽をユーモアに満ちた

ダンスミュージックで現代に蘇らせる！
東京公演はすでに売り切れ！！
第

3

弾

8 月26

初来

OPEN 14:3 0
日（日）START 15:0 0

大ホール

日！

後援：ロシア大使館

再生回数
13 0 0万回突破！
YouTu be動画を
チェック！

パン ノート マジック
PAN NOTE MAGIC

山陰初上陸！

アルテピアの夏フェス!

トロピカルな鉄の音色で
8

カリブ旅気分♪

ティールパン演奏を習得したメンバーのみで構成。世界三大
カーニバルのひとつとして称されるトリニダード＆トバゴ共和
国のフェスティバルを彷彿とさせるパフォーマンスは圧巻！！

メッセージ
動画をチェック！

【出演】

月

南米カリブ海に浮かぶ島国<トリニダード＆トバゴ共和国>でス

7 8

開催日

山脇 妃見子（ダブル・テナー・パン）
小針 彩菜（ダブル・セカンド・パン）
夏音 かほる（３チェロ・パン）

各回チケット料金 【一般】前売 2,500円 / 当日 3,000円
全席自由

※未就学児入場不可

プレイガイド

【学生】前売 1,500円 / 当日 2,500円
通し券【３回券】6,500円（学生 4,000円）
安来市総合文化ホール アルテピア、
フォト文具いちかわ 広瀬本店、
フォト文具いちかわ プラーナ店、
安来観光交流プラザ、島根県民会館チケットコーナー、
プラバホール、米子市文化ホール、
アクティブ・プロ

ナビゲーター

玉田 玉秀斎

（たまだ ぎょくしゅうさい）

役を務めます。
※PAN NOTE MAGICには出演いたしません。

※料金は全て税込みで表示しております。

ort
Event Rep
ヨーラン・モンソンと５名のアーティスト、総勢6名が来日し初っ端のコンサート会場がここアルテピアでし
た。息の合ったアンサンブルはまさに「クール」で会場は大盛り上がり。講談師「玉田玉秀斎」さんの解説も

演劇・舞踊

料金（税込）

講演・その他

お問い合わせ
安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

第68回 社会を明るくする運動
平成30年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
安来市推進大会

小ホール

入場無料

安来市健康福祉部福祉課
0854 -23 -3211

アルテピア開館記念2018ふるさとの演奏会
第2回 山陰フィルあかえふれあいコンサート

大ホール

入場料 1,000円
（当日 1,200円）
高校生以下無料
（整理券が必要です）

山陰フィルあかえふれあいコンサート
実行委員会事務局（安来市赤江交流センター内）
0854 -28 - 8982

10：00〜16：00

補聴器展示販売会

会議室1

入場無料

ニューアサノ
0854 -23 -1788

11（水）

9：30〜11：30

補聴器相談会

会議室1

入場無料

補聴器の店YONAGO
0859 -30 -3399

12（木）

9：30〜16：00

東洋医学説明体験会

会議室1

体験費用 1,000円

アトラス株式会社
086 -262-5411

14（土）

9：30〜11：30

生長の家合同見真会

展示室

入場無料

生長の家島根県教化部
0853 -22-5331

15（日）

13：00〜16：00
セミナー
16：10〜17：00
ジョイントセッション

香咲弥須子山陰セミナー＆
戸田嵩人ジョイントセッション

会議室

6（金）

13：00〜16：00

8（日）

開演 14：00
（開場 13：15）

9（月）

携帯090 - 4656 -3932
18,000円
メールtodataketoss@gmail.com
（事前予約が必要です） （担当マスダ）

16（月）

14：30〜16：00
（開場 14：00）

バンドフェスティバル

大ホール

入場無料

島根県吹奏楽連盟安来支部（安来高校内）
0854 -22-2840

28（土）

14：00〜16：00
（開場 13：30）

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念
中山敬子ピアノリサイタル

小ホール

一般 1,800円
（当日 2,000円）
高校生以下 800円
（当日 1,000円）

090 - 8605 -1615（ 安来音楽協会／角）

28（土）

10：00〜18：00

ミャンマー・上海・イタリア
海外直輸入アクセサリー展示販売会

会議室1

入場無料

アサノトレーニング
0854 -23 -1788

29（日）

14：00〜16：00
（開場 13:30）

能プレセミナー

小ホール

入場無料

安来市文化スポーツ振興課
0854 -23 -3039

29（日）

10：00〜16：00

新作メガネフレーム展示即売会

会議室1

入場無料

ニューアサノ
0854 -23 -1788

30（月）

①開演 15:00
（開場 14:30）
②開演 18:30
（開場 18:00）

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー 夢の3大バレエ

大ホール

3,800円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

1（水）18：00〜21：30
3（金）18：00〜20：30
8（水）18：00〜21：30
10（金）18：00〜20：30

22（水）18：00〜21：30
24（金）18：00〜20：30
29（水）18：00〜21：30
31（金）18：00〜20：30

さくらSSC スポーツ教室

練習室

要月会費
（詳しくはお問合せ
ください）

さくら総合スポーツクラブ
0854 -23 -1923

2（木）

14：00〜16：00
（開場 13：30）

安来市学人同協夏季研修会

大ホール

入場無料

安来市学校人権・
同和教育推進連絡協議会（南小学校内）
0854 -22-2807

3（金）

開演 18：30
（開場 18：00）

南こうせつ コンサートツアー2018
〜おもかげ色の空〜

大ホール

7,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101
キャンディープロモーション広島
082-249 - 8334

6（月）

9：30〜11：30

補聴器相談会

会議室1

入場無料

株式会社中国補聴器センター米子店
0859 -33 -7333

8（水）

9：30〜11：30

補聴器相談会

会議室1

入場無料

補聴器の店YONAGO
0859 -30 -3399

9（木）

14：00〜15：00
（開場 13：00）

2018年痛快！爽快！抱腹絶倒！！
綾小路きみまろ笑撃ライブ！

大ホール

5,500円

グッドラックプロモーション株式会社
0120 -30 - 8181

12（日）

開演 16：00
（開場 15：30）

岸谷香 KAORI PARADISE 2018
The history of Kaori's line

小ホール

6,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101
キャンディープロモーション岡山
086 -221- 8151

15（水）
16（木）
17（金）

9：00〜19：00
（開場 8：00）

安来節全国優勝大会

大ホール

1日券 1,000円
3日通し券 1,600円

安来節保存会
0854 -28 -9988

18（土）

13：30〜16：00
（開場 13：00）

第50回 安来三中校区健全育成大会

大ホール

入場無料

安来市立第三中学校
0854 -28 - 8534

18（土）

10：00〜18：00

第2回 ミャンマー・上海・イタリア
海外直輸入アクセサリー展示販売会

会議室1

入場無料

アサノトレーニング
0854 -23 -1788

18（土）

17：30〜21：30
（開場 17：00）

19（日）

12：00〜20：00
（開場 11：30）

LIVE@ARTEPIA 夏フェス2018

小ホール

入場無料

LIVE@ARTEPIA実行委員会
090 - 8361-1210

19（日）

10：00〜16：00

会議室1

入場無料

ニューアサノ
0854 -23 -1788

20（月）

開演 18：30
（開場 18：00）

アルテピア・プレミアムカフェ 〜音楽の試食会〜

小ホール

入場無料

090 - 8605 -1615（ 安来音楽協会／角）
安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

22（水）

10：20〜12：20
（開場 10：00）

安来市教育研究会

大ホール

入場無料

安来市教育研究会（伯太中学校内）
0854 -37-1007

22（水）

10：00〜16：00

補聴器展示販売会

会議室1

入場無料

ニューアサノ
0854 -23 -1788

25（土）

13：40〜16：30
（開場 12：30）

第57回島根県スポーツ推進委員研修会
兼 第19回島根県女性スポーツ推進委員研修会

小ホール

2,800円

島根県スポーツ推進委員協議会
0852-22-5423

26（日）

開演 15:00
（開場 14:30）

HAGANE MUSIC 第3弾 パンノート マジック

大ホール

一般 2,500円
（当日 3,000円）
学生 1,500円
（当日 2,500円）

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

「中村勘三郎」メガネフレーム展示即売会

講演会

絶妙で笑いに包まれました。アルテピア喫茶ではコラボ企画としてスウェーデンの家庭で飲まれるベリー
のドリンク「サフト」を販売し、売り切れるほどの大盛況でした。
（ 今後のHAGANE MUSIC公演でもそれ

展示

一般 2,500円
（当日 3,000円）
学生 1,500円
（当日 2,500円）

バイリンガル講談師も登場！
日本の伝統話芸で各公演のナビゲート

コンサート
会場
小ホール

開演 15:00
（開場 14:30）

新川 悠（６べース・パン)
林 啓太（ドラム）

催し物
HAGANE MUSIC 第2弾 オタヴァ・ヨ

1（日）

宮本 真居子（ハイ・テナー・パン）
木村 就生（ロー・テナー・パン）

月 イベントスケジュール

時間

ぞれの国をテーマにしたオリジナルドリンクを企画予定です）

※イベントの日時、内容等が予告なく変更される場 合がございます。最新情報は各イベント主催者へお問い合わせください。

