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2021年1月／2月 イベントスケジュール

2月の展示イベントについて

Event Information

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

白崎映美＆東北6県ろ～るショー‼
～Stand by Me! あほんだらツアー～

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2020“二人旅”

DRUM TAO
THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-

※2020年11月30日現在※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。

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

2021年1月～3月末までの受付時間 / 9：00～18：00
2021年1月～3月末までアルテピアの受付時間が変更になります。

アルテピア公式Facebookにて
一部演奏の様子をアップ中！
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開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

安来市消防本部
0854-22-0119安来市消防出初式

①開演13：30
（開場13：00）
②開演18：00
（開場17：30）

【前売券】
5,000円

10（日）

開演 12：00
（開場 11：00）

開演 14：30
（開場 14：00）

開演 13：00
（開場 12：30）

大ホール令和3年安来市成人式

松江西高等学校
0852-21-29252021年度 松江西高等学校 入学試験

受付 8：30
開始 9：00

安来市政策推進部 地域振興課
0854-23-3070

大ホール

新成人のみ入場可

関係者のみ入場可

小ホール4（木）

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101DRUM TAO THE BEST LIVE 祭響 -Saikyo- 大ホール11（木・祝）

29（金） 入場無料 新日本補聴器センター米子店
0859-33-1332新日本補聴器センター補聴器相談会 会議室2開始   9：30

終了 11：30

26（金） 入場無料 島根県社会福祉協議会
0852-32-5970福祉･保育のお仕事相談会･面談会in安来 展示室

会議室1･2
開始 13：00
終了 15：00

9（土）

3（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
Duo Live Tour 2020 ”二人旅” 小ホール

【前売券】 2,000円
【おかわり】 1,000円

【S席】 7,000円
【A席】 6,000円

開演 18：00
（開場 17：15）

31（日） 安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

白崎映美&東北6県ろ～るショー!!
～Stand by Me！ あほんだらツアー～ 大ホール
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Saikyo

※2021年1月4日は臨時休館日、5日は休館日です。

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

イベントレポート掲示
板

2020年11月22日（日）／市民ロビーDATE

アルテピア冬のシンボル「HAGANEツリー」。今年の点
灯式では、アルテピアのスティールパン楽団「安来ス
ティールパンオーケストラ」と同日大ホールにてコンサー
トを行っていたプロのスティールパン奏者「パンノートマ
ジック」がコラボしたコンサートを行い、会場を盛り上げ
ました。ツリーの装飾はすべて安来市内の子供たちが
作ったオリジナルオーナメント♪まさに世界に一つだけの
クリスマスツリーです。

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。

お知らせ
！

スティールパンの

癒しの音色が

市民ロビーに響き
ました♪

スタッフのおススメは
夜！

優しい光でほっこり気
分♪



【お問い合わせ】

安来節保存会 出雲俊之助さんご一行をはじめ、
地元安来より安来節本部道場から一宇川耕士ご一行ゲスト

新作「THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-」は、27年の歳月を経たTAO
がもう一度前進するために、原点に回帰する。
漆黒の舞台に響き渡るのはTAOの鼓動のみ。世界の大きな変化を前
に、鼓動の奥底から湧き立つ命の力、感謝の意を胸に、TAOは全力で
突き進む。「今、TAOが世界を元気にする！！」
（演出家　フランコ ドラオ）

芸能の宝庫島根に呼んでいただき、東北6県ろ～るショー‼
鼻息荒くまいります。今回アルテピアでは出雲俊之助さんを
はじめ地元のみなさまの安来節、人を明るくする芸能の本物
が見られるのが楽しみです。出雲國と東北の魂の共鳴、みん
なで来てくれの～！万全を期しながら、最大のエネルギーで皆
様と一緒に、生きる喜びを分かち合いたいと思います。

子どもから大人まで楽しめる、人間の錯覚を利用した不思議
な体験型アート展です。人気作品に加えてAR（仮想現実）ア
プリを使用した動画作品「４Dトリックアート」、絵画の名作を
モチーフにした「印象派」シリーズ、コロナ禍でも旅行気分を
味わえる「世界旅行」シリーズなど西日本初公開となる最新作
も多数展示予定。

約100分にも亘る公演中、常に舞台上を駆け回り一糸乱れぬ演奏を披露
していますが、音は一切ぶれることなくクライマックスに向けてさらに息
の合った演奏が展開されます。体の芯に響く和太鼓、疾走感のある三味
線、優雅な笛と琴による和ロックなサウンドに注目です！

伝統楽器にロックの要素を取り入れた演奏、殺陣パフォーマンス、演奏を
しながらの緻密なフォーメーション移動や背景のプロジェクションマッピ
ングなど形式にとらわれない型破りのステージはまさにクールジャパン！
コシノジュンコ氏デザインの衣装もパフォーマンスを引き立てています。

力の限り前へ！
復興への祈りと感謝の意を胸に紡ぐ“祭”

2021年2月11日（木・祝）｜大ホール
DRUM TAO THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-

トリックアート展 in アルテピア

①開場13:00 開演13:30　②開場17:30 開演18:00

開催期間（予定）
2021年2月6日（土）～2月23日（火・祝）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更する場合があります。

■ 前売料金／4,000円　■ 販売期間／～2021年1月8日（金）18：00まで
※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 ■ 前売料金：S席7,000円 A席6,000円
■ 販売期間：絶賛発売中
※1回のご購入でお1人様6枚まで、並び列の途中でお連れ様との合流はできません。
※6歳未満入場不可
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【お問い合わせ】じかん旅行舎（NPO法人スサノオの風内）／0853-84-0833
安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

上々颱風（しゃんしゃんたいふ～ん）の白崎映美率いる東北６県ろ～る
ショー!!が安来に初上陸！東北の土着感満載のサウンドと、安来節が織
り成す異色のコラボステージを開催します。安来の魂と東北の魂が響き
あう奇跡の２時間をお楽しみください。

山形県酒田市出身。1990年「上々颱風（しゃんしゃんたいふ～ん）」
でデビュー。全国でコンサートを行うなど精力的に活動を行っている。

東北人スピリッツと安来節の異色コラボ爆誕！

2021年1月31日（日）｜大ホール

白崎映美＆
東北6県ろ～るショー‼
～Stand by Me! あほんだらツアー～

開場17:15 開演18:00｜全席自由

一般販売 ■ 前売料金：2,000円　■ おかわりチケット：1,000円
■ 販売期間：絶賛発売中
※おかわりチケットは前売り券購入の際、同伴者1名まで購入可能。
※未就学児入場可、ひざ上鑑賞無料、席が必要な場合のみチケットが必要。
※車イススペースをご希望の方はアルテピアへご相談ください。

アルテ
ピアの

イメー
ジソン

グを披
露！

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くる！ 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！

待ってました！二人旅！
豊かな表現力と高い技術が織りなす二人旅ワールド

■ 前売料金：5,000円　■ 販売期間：絶賛発売中

※既に延期になりました2020年7月26日(日)の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。

※3歳未満入場不可、未就学児童は保護者ひざ上鑑賞可。座席が必要な場合のみチケットが必要。　※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へご相談ください。

【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

2021年1月9日（土）｜小ホール
柏木広樹＆光田健一 Duo Live Tour 2020 “二人旅”

開場14:00 開演14:30｜全席自由（整理番号順入場）

一般販売

白崎映美（Vo.）

メッセージ／白崎映美

演奏の技術と迫力がすごい！
ここがすごいよ！ DRUM TAO

型破りなパフォーマンスがすごい！

ヴォーカリストの白崎映美が2013年にバンド結成。東北出身指折り
のミュージシャンで構成されている。

東北6県ろ～るショー‼
安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101
日本海テレビ事業部／0857-27-2136
キャンディー・プロモーション岡山／086-221-8151

予告

もうダマされるしかない！？
不思議な世界がアルテピアに出現！
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