
Tautumeitas

※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。

A R T E P I A
安来市総合文化ホール アルテピア 情報誌

Fun!
VOL.27

Jul-Aug
2022

Take Free

〒６９２-００１４ 島根県安来市飯島町７０番地　TEL：０８５４-２１-０１０１　FAX：０８５４-２１-０２５０

アルテピアEメール：arte@artepia.jp

アルテピアファン！ 2022.7-8月号　編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア　発行日：2022年5月31日　Ⓒ無断転載・複製を禁ず

受付時間：９：００～１８：００

休 館 日：火曜日（祝日を除く。祝日の場合はその翌日）
２０２２年１２月２９日～２０２３年１月２日

9

9

山 陰 道

山 陰 本 線

荒島
八幡宮

ファミリーマート

安来市立
第三中学校

安来市給食センター

飯
梨
川 吉

田
川

伯
太
川

安来駅

荒島駅

舶来屋

至米子

至松江

至広瀬 至伯太

安来市役所

安来IC

安来市総合文化ホール
アルテピア 米子方面から

松江方面から

180

45 257

2022年7月／8月 イベントスケジュール
「アルテピア・パートナーズクラブ」ナビゲート会員大募集！

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

※2022年5月1日現在

7 8

7
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
HAGANE MUSIC 2022 第二弾
Tautumeitas(タウトゥメイタス)

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

山陰フィルハーモニー管弦楽団
080-6343-6465

入場無料
（関係者のみ入場可）

入場無料
（関係者のみ入場可）30（土）

9（土）

社会医療法人 昌林会
0854-23-0357

第26回 地域交流会 大ホール
展示室

開演 13：00
（開場 12：00）

開演 14：00
（開場 13：30）

8
月

大ホール
第1766回トヨタコミュニティコンサート
オーケストラを楽しもう！
山陰フィルわくわくファミリーコンサート

【前売券】
一般1,000円
18歳未満200円

10（日） 開演 14：00
（開場 13：15）

1（月） 安来市立南小学校
0854-22-2807

安来市学校人権・同和教育推進連絡協議会
夏季研修会 大ホール開演 13：50

（開場 13：20）

入場無料7（日） 長谷川 直子
090-4146-1478長谷川門下生合同発表会 小ホール開演 13：30

（開場 13：00）

※2023年1月4日は振替休館日です。

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

パンノートマジック

Event Information

子ども講談会
～みんなでつくる「桃太郎」「浦島太郎」～

HAGANE MUSIC 2022 第三弾

PAN NOTE MAGIC

タウトゥメイタス

HAGANE MUSIC専用ページが完成！
気になる情報はこちらをCHECK

ラトビア伝統音楽×現代の融合
圧巻の歌声と唯一無二のサウンドで紡ぐ

伝統音楽の新たな境地

HAGANE MUSIC 2022 第二弾

一緒にアルテピアのイベントを盛り上げていただける方を大募集しております。 アルテピアでは、ナビゲート会員の皆様にイベントで
のパンフレット渡しや、客席案内などいろいろなところでサポートいただいております。
初めてご参加いただく方も安心して活動できるようアルテピアスタッフが説明、サポートを行います。 地域や文化芸術を盛り上げたい
皆様、ぜひ活動へのご協力をよろしくお願いします。

電話やメール、DM等でお手伝いの募集をお伝えします。
都合のつく公演のみの参加で構いませんので、無理の無い範囲で
ご参加をお願いします。

募　集 アルテピアのイベントをサポートいただける
「アルテピア・パートナーズクラブ」ナビゲート会員大募集！

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101小ホール子ども講談会

～みんなでつくる「桃太郎」「浦島太郎」～11（木・祝）
開演 10：00
（開場 9：45）
開演 12：30

（開場 12：15）

入場無料
（事前申込が可能）

【前売券】
一般3,000円
学生1,500円

※アルテピア・パートナーズクラブの詳細はアルテピアホームページをご確認ください。

ナビゲート活動のお手伝い内容アルテピア・パートナーズクラブ会員とは？

観客として支援する「サポート会員」

●スタッフとしてご支援いただくごとに5～10ポイント進呈。

※10ポイント貯まるごとに主催・共催公演のチケット代、施設・附属
設備利用料、アルテピアカフェのお支払いにご利用いただける
クーポン券又は、イエローバスの回数券に交換いただけます

ナビゲート活動参加の特典

●チケットのもぎり
●パンフレット渡し
●客席扉の開閉　ほか…

●客席案内
●並び列の整理

入会金・会費一切無料でご入会いただけます！

お手伝いいただける方、お問い合わせ 安来市総合文化ホール アルテピア　事業部／0854-21-0101

アルテピアが主催・共催する公演にご来場いただき、
鑑賞することで支援いただく会員。 ポイント付与等の特典あり。

スタッフとして支援する「ナビゲート会員」
サポート会員の特典に加え、アルテピアが主催・共催する公演で
スタッフとしてご支援いただく会員。
※募集対象は高校生以上
※ボランティア保険に加入します（保険料はアルテピア負担）



■ 販売期間：絶賛販売中～7月3日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

HAGANE MUSIC 2022 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：絶賛販売中一般販売

前 売
一　般
学　生

3,000円
1,500円

3,500円
2,000円

2,500円
1,000円

入場無料

当 日パートナーズクラブ会員

※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。

■ 販売期間：7月10日（日）～9月18日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

HAGANE MUSIC 2022 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：7月10日（日）より販売開始

■ 参加申込期間：7月1日（金）より受付開始

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

※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。

9月23日（金・祝）｜小ホール
開場13:30 開演14:00｜全席自由

PAN NOTE MAGIC

驚異の動画総再生回数1,500万回以上、
ラトビアの新星が来日決定。
民俗音楽の概念が変わる衝撃のステージがここに…！

心に染み入るカリブサウンド魂
巧みな技術と一糸乱れぬ演奏で魅せる！

お馴染みの昔話が講談だとこうなるの！？
子どもも大人もみ～んな楽しいわくわく講談会

音楽の国・ラトビアでその音楽センスやミュージックビデオが話題となり、一躍スターダムにの
し上がった実力派ヴォーカルグループ「Tautumeitas（タウトゥメイタス）」がハガネミュージック
にやってくる！ 美しさと力強さを併せ持つ歌声、現代的な感覚を融合させた独特なサウンドは
聴く者を圧倒します。 伝統音楽の概念を一新する圧巻のパフォーマンスは、ワールドミュー
ジック好きを唸らせること間違いなし！ ぜひお楽しみください。

スティールパンの本場、トリニダード・トバゴ共和国で研鑽を積んだ
実力派スティールパンオーケストラ「PAN NOTE MAGIC（パンノート
マジック）」が登場します！
メンバーは、日本クラシック音楽コンクール最高位受賞、イタリア打楽
器国際コンクール優勝者、打楽器協会主催打楽器新人演奏会第1位
受賞者などで構成されており、確かな演奏技術で奏でる緻密なハーモ
ニーはまさに圧巻です。 レパートリーも幅広く、スティールパンならでは
の音楽からポップス、ジャズ、クラシックと老若男女問わずお楽しみいた
だけます。 スティールパンオーケストラならではの迫力満点、熱狂のス
テージをお楽しみください。

アルテピアのオリジナル音楽シリーズ「HAGANE MUSIC」でナビゲーターを務めるバイ
リンガル講談師・玉田 玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）が、お馴染みの昔話「桃太郎」、
「浦島太郎」を講談でお届けします。 迫力の語りでお子さまから大人までお楽しみいただけ
ます。 本講談会は観客参加型！ みんなの意見で内容が変わります。 一体どのようなお話
に変わるのか、わくわく楽しい講談公演にぜひお越しください。

※3歳未満入場不可

7月9日（土）｜小ホール
開場13:30 開演14:00｜全席自由

Tautumeitas タウトゥメイタス パンノートマジック

8月11日（木・祝）｜小ホール｜全席自由
【1回目】開場 9：45 開演10：00 終了10：30
【2回目】開場12：15 開演12：30 終了13：00

子ども講談会 ～みんなでつくる「桃太郎」「浦島太郎」～
※4歳以上対象

※小学生以下保護者同伴。
※1公演につき定員50名（事前に予約［TEL 0854-21-0101］いただけます）。
※定員に達し次第受付終了いたします。

※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／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】 安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

HAGANE MUSIC 2022
SHIMANE YASUGI

第二弾
HAGANE MUSIC 2022
SHIMANE YASUGI

第三弾

ラトビア共和国は「歌の国」と呼ばれるほど音楽が盛んで、民謡が400万
曲以上あり、職場や家で日常的に歌う習慣がある。 また、5年に1度ラト
ビア全土から合唱団や舞踏団が参加し、パフォーマー3万人、総参加者
数15万人の祭「歌と踊りの祭典（世界無形文化遺産）」が開催される。

Tautumeitas（タウトゥメイタス）は古代ラトビア語で結婚適齢期を迎え
た女性を指していたが、現代においては「民族衣装を着た女性」を意味
する。 2015年にラトビアのオーディション番組からデビューした女性
ヴォーカルグループ。 タウトゥメイタスの楽曲はラトビアの伝統音楽の
ほか、世界各国の多種多様な伝統音楽のアイディアが盛り込まれて
おり、タウトゥメイタスを唯一無二のものとしている。

コンサートにナビゲーター解説が入るのも
ハガネミュージックの大きな特長！
アーティストの想い、醍醐味などを講談に
のせて分かり易く解説します。

気になる「Tautumeitas」の
歌声はこちら！

Tautumeitas（タウトゥメイタス）とは…？

ラトビア共和国ってどんな国？
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（子ども鑑賞支援制度）

先着20名様を本公演にご招待します。 奮ってご応募ください。
対　　象：
条　　件：

応 募 先：
応募期間：

3歳以上、高校生以下 ※小学生以下保護者同伴（有料）
終演後、7月23日（土）までに感想（200字以上（要相談）、
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／0854-21-0101
絶賛募集中～7月3日（日）まで

Go to アルテピア

（子ども鑑賞支援制度）

先着20名様を本公演にご招待します。 奮ってご応募ください。
対　　象：
条　　件：

応 募 先：
応募期間：

3歳以上、高校生以下 ※小学生以下保護者同伴（有料）
終演後、10月7日（金）までに感想（200字以上（要相談）、
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／0854-21-0101
7月10日（日）～9月18日（日）まで

Go to アルテピア

面積：650,000㎢（日本の約1/6）
人口：約189万人

首都：リガ
言語：ラトビア語

ナビゲーター

バイリンガル講談師
玉田 玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）

日本海新聞にて歴史旅を毎週土曜連載中

※1家族につき1枚レジャーシートをご持参ください。


