
新型コロナウイルス感染症のために活動を自粛さ
れている文化団体または個人の皆様が、コロナウ
イルス感染症の予防対策を講じながら開催される
場合に限りアルテピアの施設利用料金及び附属
設備利用料金を免除する事業です。

※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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2021年11月／12月 イベントスケジュール

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

「文化芸術公演等開催事業」実施文化団体募集

あるてぴあ一箱絵本市の開催について

※2021年9月1日現在

©DRUM TAO
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11
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場
開始　9：00

終了 17：00
市民

ギャラリー
平和に関する資料の展示
（サダコと折り鶴ポスター、子どもたちの平和ポスター）

安来市平和のつどい実行委員会
0854-23-3019入場無料

12（金）
【S席】7,000円
【A席】6,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

DRUM TAO 2021 「光」 大ホール
開演 18：30

（開場 18：00）

1（月）
　～15（月）

10（金）
　～13（月）

小ホール過労死等防止対策推進シンポジウム シンポジウム事務局
0120-562-552

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

入場無料
（事前申込が必要）19（金）

14（日） 入場無料
開演 14：00

（開場 13：30）

開演 13：30
（開場 13：00）

ツリー点灯式
17:30～

安来市総合文化祭実行委員会
0854-23-3039

第17回 安来市総合文化祭(市民音楽祭) 大ホール

12
月

小ホール
市民ロビー

HAGANEツリー 点灯祭2021 入場無料

入場無料

入場無料

【前売・当日共通】
一般 3,000円

アンダー25 1,500円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

大阪交響楽団公演 大ホール
開演 19：00

（開場 18：15）

開演 17：30
（開場 17：00）19（日） 藤原 洋子

0852-28-6227スタジオリルフ移転記念公演 ～白雪姫～ 大ホール

10（金）

28（日）

安来市健康福祉部 福祉課
0854-23-3216第13回 安来市障がい者ふれあい作品展 展示室

※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。

「文化芸術公演等開催事業」

開催決定！

を実施する文化団体を募集します！

時
代
を
突
き
抜
け
ろ
！

2021

Event Information

DRUM TAO 2021 「光」
HAGANEツリー 点灯祭2021
大阪交響楽団公演

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

HAGANE MUSIC2021
特設ページはこちら！

令和3年8月25日（水）～令和4年2月21日（月）（事業認定後先着順）
※応募多数の場合、期間内に募集を終了している場合があります。
令和3年9月1日（水）～令和4年2月28日（月）（予定）
安来市民または安来市民を構成員に含む団体
①各種ガイドラインに沿った新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた公演事業
②音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の文化芸術に関する事業
③令和3年9月1日（水）から令和4年2月28日（月）までに開催される事業　
※諸施設とも準備、後片付け又は練習を含め最大２日まで
※応募は１団体１事業とします。 ※公演の有料・無料は問いません。
※令和3年8月25日（水）以前に施設予約された事業につきましては市にご相談ください。
申請書に必要事項を記入の上、募集期間内に応募してください。
※申請書は、文化スポーツ振興課へ提出してください。
安来市文化スポーツ振興課　0854-23-3039

●

●
●
●

●

●詳しくは、安来市ホームページをご覧ください。

安来市からのお知らせ

（初日は13:00～）

（最終日は～15:00）

開始 10：00
終了 17：00

（最終日は～15:00）

募 集 期 間

事業実施期間
対 象 者
対 象 事 業

申 請 方 法

お問い合わせ

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

アルテピアが開催する「あるてぴあ 一箱絵本市」では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
本市にて子供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供
たちに絵本を引き継ぎませんか？
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師匠としては、決して妥協を許さず、音楽への愛に溢れた、尊敬する音
楽家です。一方普段は、家族に尽くす優しい父です。最近は数独にハ
マり、一日何時間も費やすので母に呆れられています。

透き通るような細く繊細な音色と高度な技術による演奏にきっとあ
なたも中国琵琶のとりこになること間違いなし！ 技術を存分にご堪
能いただける中国伝統音楽から、ピアノとの共演など色々な角度で
お楽しみいただけます。演奏は中国出身で日本でも様々な演奏活
動を行っている葉 衛陽（よう えいよう）と、その娘でコンサート以外
にもYouTubeなどで活躍しているさくらが登場。

さくら
3歳から父・葉 衛陽に中国琵琶を習い、9歳
から演奏活動開始。様々なコンクールで受賞
しており、葉 衛陽との「親子中国琵琶の競
演」が人気を博している。

葉 衛陽（よう えいよう）
中国杭州市生まれ。1992年に来日し、京都教
育大学大学院音楽教育専攻修士課程修了。
国内外で積極的に演奏活動を行っている。

2022年1月15日（土）｜大ホール
開場13:30 開演14:00｜全席自由

■ 販売期間：11月14日（日）～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

※6歳未満入場不可

第三弾

̶師匠であるお父様、葉 衛陽さんはどのような存在ですか？

とてもメジャーな楽器です。習い事として琵琶に触れる方
も多く、ある地方では街のいたるところで琵琶を持った子
供たちを見かけびっくりしました。

̶中国での琵琶はどのような存在ですか？

椅子に座り、一音目を出す前に必ず深呼吸をします。弾
き始めたら思考はやめ、心でメロディを歌いながらあとは
手に任せます。

̶演奏する時に大切にしている
　　ポイントはありますか？

演目

中国琵琶とは？

さくらさんへインタビュー

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：～12月5日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

※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：11月14日（日）～2022年1月14日（金）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

◆ 中国琵琶 二重奏
　「春の海」
◆ ピアノと中国琵琶のアンサンブル
　日本の童謡、ポップスほか
◆ さくら、葉 衛陽による独奏
　中国伝統曲 「天山の春」 「春雨」
　クラシック 「チャルダッシュ」 「熊蜂の飛行」ほか

※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。

チケット料金 前売・当日共通
一　般
アンダー25

3,000円
1,500円

2,500円
1,000円

パートナーズクラブ会員

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

演奏・大阪交響楽団、指揮に若手実力派指揮者筆頭・太田 弦、ヴァイオリ
ンはモントリオール国際音楽コンクール第一位の実力者・辻 彩奈。楽器は
ジョヴァンニ・バティスタ・グァダニーニ 1748年製

12月10日（金）｜大ホール
開場18:15 開演19:00｜全席指定

大阪交響楽団公演

それでも、前へ！ 希望を求め、今、TAOが奏でる「響き」の力に、心がガクガク震え出す。
力強い和太鼓の響きに弾むメロディー、圧倒的なパフォーマンス。
時代を突き抜ける“THE NIPPONエンターテイメント”がアルテピアに登場。

重なり合い、一つになる復興への願いと祈り。
舞台にあふれる希望の光に、あなたは心を奪われる！

11月12日（金）｜大ホール
開場18:00 開演18:30｜全席指定

DRUM TAO 2021 「光」

※未就学児入場不可

■ 販売期間：絶賛発売中一般販売

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

※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。
　アンダー25はアルテピア、シマチケで販売いたします。
※アンダー25の対象は25歳以下。当日入場時に年齢の分かる身分証明証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。

さくら＆葉 衛陽
2021

2021

点灯祭の詳細はこちら

古くから中国にある弾奏弦楽器。琴柱（音の高さを調節する
部分）が日本琵琶より多いため音域が広く、明るさを帯びた
音色。また日本琵琶は大きなバチで弾き非常にゆったりした
曲調で演奏されるが、中国琵琶は爪を使って5本の指すべ
てで演奏するため、早い曲調、多彩な表現で演奏が可能。

よう えい よう

【お問い合わせ】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

一般販売

安来スティールパンオーケストラほか

■ 前売料金：S席7,000円  A席6,000円 
■ 販売期間：絶賛発売中

アルテピアの冬のシンボル「HAGANEツリー」の点灯式とアルテピアの楽団「安来スティールパンオーケ
ストラ」ほか出演者によるコンサート、クリスマス装飾のワークショップなど親子で楽しい点灯祭を開催！
ツリーの飾りは安来市の子供たちが制作し、島根県立大学准教授・福井 一尊（ふくい かずたか）氏が監修
します。思いの詰まった世界に一つだけのオリジナルツリーをご覧ください。

みんなで創るアルテピア冬のシンボル、今年はさらにパワーアップ！

11月28日（日）｜市民ロビー、小ホールホワイエ
ワークショップ（予約制）16：00  ロビーコンサート17：00  ツリー点灯式17：30頃

HAGANEツリー
点灯祭2021

入場
無料

出 演

流
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