
※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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受付時間：９：００～１９：００（６月末までの受付時間は１８：００まで。７月以降未定）

休 館 日：火曜日（祝日を除く。祝日の場合はその翌日）
２０２１年１２月２８日～２０２２年１月２日
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2021年6月／7月 イベントスケジュール

島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

Event Information

参加者募集参加者募集

News

Event  Schedule

イベントスケジュール2021 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

アルテピア・パートナーズクラブ会員証の
有効期限延期のお知らせ

受付時間変更のお知らせ

※2020年7月26日（日）、2021年1月9日（土）の振替公演

2人の共作、アルテピアの
イメージソングはこちら

アルテピア プレミアムカフェ Vol.5

アルテピア バックステージツアー2021

HAGANE MUSICが始動！

※2021年5月1日現在

※7月以降未定。決定次第ホームページにて発表します。

アルテピア・パートナーズクラブ会員にご入会の皆さま、いつもアルテピアをサポートいただき、誠にありがとうございます。
現在パートナーズクラブ会員証に記載されている有効期限が下記の通り延期となりました。

【変更前】2021年3月31日→【変更後】2026年3月31日

6月末までの受付時間 / 9：00～18：00
2022年6月末までアルテピアの受付時間が変更になります。
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6
月

7
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

関係者のみ入場可

開演 9：00
（開場 8：50）

開演 9：10
（開場 9：00）

大ホールキャリアガイダンスセミナー 安来市立第一中学校
0854-22-2250

関係者のみ入場可

22（木・祝） 関係者のみ入場可
島根県吹奏楽連盟 安来支部
0854-22-2840

安来バンドフェスティバル 大ホール開演 14：00
（開場 13：30）

11（金）

10（木）

安来市立第一中学校
0854-22-2250

キャリアガイダンスセミナー 大ホール

入場無料開演 18：30
（開場 18：00）31（土） 安来市総合文化ホール アルテピア

0854-21-0101
アルテピア プレミアムカフェ
島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

小ホール

【前売券】
5,000円

【前売券】
5,500円

開演 14：30
（開場 14：00）25（日） 安来市総合文化ホール アルテピア

0854-21-0101

柏木広樹＆光田健一“二人旅”
アルバム『MAJESTIC』リリース記念ツアー
※2020年7月26日(日)、2021年1月9日(土)の振替公演

小ホール

※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。

アルテピア・パートナーズクラブ会員証の有効期限が延期となります。

アルテピアから重要なお知らせ

□✓

□✓

！

ご来場の皆様へのご来場の皆様へのお願いお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する

アルテピアでは以下のような新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
実施しております。何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

下記の他、イベントの開催制限
などを行っております。 

ご来場の前に… ご来場の際は…

●ご自宅等での検温をお願いします。

●37.5℃以上の発熱、せき等の症状がある方、
　又は体調不良の方はご来場をお控えください。

●アルテピア主催公演チケットの記入欄に、
　氏名・連絡先を事前にご記入のうえ、ご来場ください。

●必ずマスクを着用してご来場ください。

●会場入り口付近のサーマルカメラによる
　検温をお願いします。

●手指の消毒をお願いします。

●入退場時や客席では人との距離を保ち、
　密にならないようご注意ください。※お客様の個人情報は、新型コロナウイルス感染症経路特定以外の

　目的には使用せず、厳重に保管いたします。
SOCIAL

DISTANCE

詳しい情報はこちら→

柏木広樹＆光田健一
“二人旅”アルバム『MAJESTIC』リリース記念ツアー

開演 16：30
（開場 16：00）20（日） 株式会社 キャンディー・プロモーション

086-221-8151
coba solo tour 2020 (振替公演) 小ホール



野津 美和子(ソプラノ)、森田 麗子(アルト)、川西 悠紀(テナー)の
世代の違う3人(Tre Generazioni)によって2009年に結成。県内
屈指の実力を持ち、いま最も活躍が注目されている声楽グループ。

「音楽の試食会」をコンセプトにホールで質の高い音楽と上質なカフェタイムをお楽
しみいただき、安来の音楽活性化、音楽を通した交流の場を提供するコンサートで
す。アルテピアでの非日常の空間をお楽しみください。普段クラシックを聴かない方
も試しに音楽を“試食”してみてはいかがでしょうか？

コロナが流行して以来、コンサート活動がとても難し
い状況になりましたが、ミュージシャンができること、
そしてやらねばならないことを続けて、耐え忍んでいま
した（笑）。そんな中、今回延期になっている「二人旅」
アルテピア公演をやっと開催できること、とてもとても
嬉しく思っています。またアルテ
ピアのイメージソング「夕映えの
グランディオーソ」を安来市の自
然の中で演奏できることを楽しみ
にしています。

音楽活動ができなくなりまず最初に、ハラを据え、安
全安心なときが訪れるまで「悠然と待つ」と心に決め
ました。物事がうまくいかなくても、誰のせいにもでき
ない、してはいけない…と思ったからです。コロナ渦で
の成果は、「二人旅」の最新作「MAJESTIC」完成！こ
れに尽きます。時間をかけて作業
してようやく完成したアルバム。
待っていてくださった皆様に祈り
と希望の音楽を、直接手渡し音渡
し心渡ししたい！と思っています。

SHERIE CAFEは地元の生産者、製造者にスポットを当て、地域に寄り添いながら様々な
お店とコラボを行っています。2020年8月にオープンした新しいカフェです！

一味違うカフェタイムをお届けします。

※未就学児入場可

7月31日（土）｜小ホール

アルテピア プレミアムカフェ Vol.5
島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

開場18:00 開演18:30｜全席自由

Tre Gene

「あつまれ！ハガネの魂」を合言葉に“アルテピアでしか聞けない”
世界各国の伝統音楽を発信してきたHAGANE MUSIC。2018年
から始まり、今年で4年目を迎えます。昨年はコロナ禍の影響で1
回のみの公演となってしまいましたが、今年は3回を予定し、さらな
るパワーアップを図り皆様にお届けしたいと思います！詳細はア
ルテピアホームページをチェック！

アルテピアのオリジナル音楽シリーズ
「HAGANE MUSIC2021」が開催決定！

HAGANE MUSIC2021 ラインナップ

「SHERIE CAFE」のここがおススメ！

MESSA
GE

ポピュラーシーンのチェロの第一人者・柏木 広樹とマルチに活躍するピアニスト・
光田 健一による最強デュオが今年もアルテピアにやってきます。高い技術と豊か
な表現力で魅せる癒しの“二人旅”ワールドで疲れた心と体を癒してみてはいかが
でしょうか？2人の共作によるアルテピアのイメージソングもお贈りします。

このコンサートには欠かせないアイ
テム！アルバムにはアルテピアのイ
メージソング「夕映えのグランディ
オ―ソ」ほか様々な楽曲を収録。ぜ
ひお楽しみください！

待ってました！“二人旅” 
1年越しの二人旅がついにアルテピアに登場します。

■ 前売料金：5,000円　■ 販売期間：絶賛発売中                    

コロナ禍の活動、またコンサートを楽しみにしている皆様へメッセージをお願いします。

※3歳未満入場不可、未就学児童は保護者ひざ上鑑賞可。座席が必要な場合はチケットが必要です。 ※当日券は前売券の500円増しです。

【お問い合わせ】 キャンディー・プロモーション広島／082-249-8334　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
安来音楽協会 角／090-8605-1615

お店の情報は
こちらをチェック！

7月25日（日）｜小ホール

柏木広樹＆光田健一 “二人旅”

開場14:00 開演14:30｜全席自由（整理番号順入場）

■ 前売料金：4,000円　■ 販売期間：～7月24日（土）まで

最新アルバム
「MAJESTIC」発売中

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。
※予定枚数に達し次第販売終了いたします。　　パートナーズクラブ会員特典

一般
販売

アルバム『MAJESTIC』
リリース記念ツアー

※既に延期になりました2020年7月26日（日）、2021年1月9日（土）の
　「柏木広樹＆光田健一 Duo Live Tour 2020 “二人旅”」チケットをご購入のお客様は、
　そのまま振替公演チケットとしてご利用いただけます。

入場無料 休憩時間（30分）に500円で飲み物・デザートを提供します。（先着50名）

普段は見ることのできない舞台の裏側やスタッフの仕事を見て、体験できる初心者向け探検ツアーを開催！
今回は施設見学のほかに実際に舞台上で設営作業を行うほか、コロナ禍に普及したリモート動画配信の仕組みを実践しながら
解説します。みんなで舞台裏を冒険しよう！舞台の事を全く知らなくて不安という方もまずはお気軽にお問い合わせください。

日　時 6月26日（土）

8月29日（日）

10月16日（土）

10：00～12：00（受付9：30）

場　所 安来市総合文化ホール アルテピア　大ホール

募集人数 20名程度

受付日 ～6月16日（水）まで

対　象 中学生以上、中学生は保護者(20歳以上)の同伴必須

参加応募＆お問い合せ 安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

営業時間／10：00～17：00（ラストオーダー16：30）
※定休日…休館日、第2、4月曜日　※都合により変更になる場合があります。

※マスク着用の上、動きやすい服装・靴でご参加ください（スカート・高いヒールの靴等は危険です）
※内部資料用として写真撮影を行う場合があります

アルテピア ツアーバックステージ
舞台裏を全部お見せします！

始動！！！！！2021

2021

参加者募集

NEWS

TOPICS

柏木 広樹 光田 健一

PAN NOTE MAGIC
（パンノートマジック）

WAYKIS（ワイキス）＆
BALANGOMA（バランゴマ） 

日本×トリニダード・トバゴ共和国

ペルー＆ブルキナファソ×日本

2022年1月15日（土）
さくら ＆ 葉 衛陽（よう えいよう）

中国

第1弾

第2弾

第3弾




