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Event Information
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Event Report

入会金・会費 無料

あるてぴあ 一箱絵本市
柏木広樹＆光田健一  Duo Live Tour 2020 “二人旅”

伊勢正三  LIVE 2020 ～Re-born～

ハガネミュージックの軌跡

「HAGANEツリー」点灯しました！

Event  Schedule
イベントスケジュール2020 1 2 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

※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。 ※2019年11月30日現在。

1
月

2
月

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安来市消防出初式開演 10：00

（開場  9：10）
入場無料

（関係者のみ入場可）大ホール12（日）

安来市 総務課
0854-23-3015

北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」「しおかぜ」
共同公開収録in安来

開演 14：00
（開場 13：00） 入場無料小ホール19（日）

松江西高等学校
0852-21-29252020年度 松江西高等学校入学試験受付 8：00

開始 8：30 小ホール30（木）

（事前申込が必要）

安来市 文化スポーツ振興課
0854-23-3039

スマイルコンサートinやすぎ 2020
海上自衛隊呉音楽隊

開演 14：00
（開場 13：00）

入場無料
（事前申込が必要）

3,000円
（事前申込が必要）

大ホール2（日）

安来市 定住推進課
0854-23-3179お見合い型イベント「本気の幸せマッチング」Vol.3開演 13：00

（開場 12：30） 小ホール9（日）

夢番地（岡山）
086-231-3531伊勢正三 LIVE 2020 ~Re-born~開演 17：00

（開場 16：30） 大ホール22（土） 6,800円

医　師 1,000円
その他    500円

入場無料

入場無料

3,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

あるてぴあ 一箱絵本市開始 10：00
終了 12：30

展示室
練習室16（日）

Groovin'Lab
0852-26-8792第8回 Groovin’Lab 定期演奏会開演 14：00

（開場 13：30） 小ホール15（土）

入場無料
（関係者のみ入場可）

安来第一病院総務部
0854-22-3411第10回 中海緩和ケア研究会

開演 14：00
（開場 13：00） 小ホール22（土）

高嶋易断三世会総本部
0120-149-608高嶋易断三世会総本部出張鑑定開始 10：00

終了 17：00 会議室1
29（土）～

3/2（月）

安来市 介護保険課
0854-23-3290令和元年度 安来市地域ケア推進会議

開演 13：00
（開場 12：00） 小ホール24（月・振）

HAPPY NEW YEAR
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アルテピアではクリスマス企画として｢ハガネの街・安来｣にちなんだ鉄製のHAGANEツリーをオリジ
ナル作成し、今年も展示しました！
このツリーは安来市内の保育園･幼稚園･認定こども園のみなさんが中心になってガチャガチャの玉で
オーナメントを作成いただいた､市民参加型の「世界に一つだけのオリジナルツリー」です。今年は子供た
ちが作ってくれた300個にプラスして、来場いただいたお客様にも作成いただき、
HAGANEツリーをたくさんのオーナメントで彩ることができました。ご参加いただきま
したみなさま、誠にありがとうございました！
来年はさらにパワーアップしたクリスマス企画を開催予定ですので、ぜひご参加ください。



フリーマーケット方式で新たなお子さまに絵本を引き継いだり、新しい
絵本と出会うことができる絵本市です。フリマをはじめ、しまねっこの
作者・ふじかわ先生のお絵かきコーナーや、影絵劇、ダンスなど家族み
んなで遊んで楽しめるすてきな企画をご用意！絵本をテーマにした、
『子育て世代の交流拠点』を目指すイベントにぜひご参加ください！

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テーマソングもお贈りします！

昨年の2018年5月からスタートした「HAGANE MUSIC」は、安来の伝統・ハガネと
音楽の融合をテーマに誕生しました。
世界各地から一流のアーティストを迎え、日本ではなかなか出会う機会の少ない各国
の伝統音楽コンサートを今年は4回開催しました。あまり馴染みのない音楽も多く、初
年度はPR等も苦心しましたが、今年からはイベントの知名度もアップし、本シリーズの
ファンの方や、県外からの問い合わせも増えています。
お陰様を持ちまして今年の公演を、ほぼ満席状態で終了できたのもひとえに応援いた
だく皆様のお陰だと深く感謝いたします。来年度も皆さまに喜んでいただけるライン
ナップを企画し、「ハガネの街・安来」を盛り上げたいと思っています。
これからも安来市に居ながらにして世界の伝統音楽に出会える、安来市ならではの音
楽イベント「HAGANE MUSIC」をどうぞ宜しくお願いいたします。

世界各地の質の高い音楽とその伝統に触れ、アーティストたちが大切にし
てきたものを感じ、新たに融合する『HAGANE MUSIC』は2020年で3年
目を迎えます。これからも安来の伝統・ハガネと世界の音楽と伝統の融合
を目指し世界屈指のアーティストを安来の地に集結させます！

■ 前売料金／6,800円　■ 絶賛発売中

世界の伝統音楽が安来に集結

あの熱
狂をも

う一度

ハガネミュージックの軌跡

※未就学児入場不可

2月22日（土）｜大ホール
開場16:30 開演17:00｜全席指定

【お問い合わせ】夢番地（岡山）／086-231-3531　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～

入場
無料

大好評イベント再び！ 親子で楽しめる、
絵本がテーマのフリマと遊び場

高い技術と多彩な表現力で紡ぐ音楽が
とにかくスゴイ！

「かぐや姫」「風」そして、最新アルバム「Re-born」に至るまで、
新旧織り交ぜたベストセレクションライブ

急募！

アルテピアでは『あるてぴあ 一箱絵本市』に出品する絵本や出店
者様を大募集しています！どんな絵本でも構いません。お家に眠っ
ている絵本がありましたらぜひアルテピアにお持ちください。

【寄付いただける場合】  アルテピア総合案内まで直接お持ちく
ださい。一冊からでも大丈夫です。
締切／2020年2月15日（土）

【出店いただける場合】  初心者の方でも安心のマニュアルを配
布いたしますので、どなたでもお気軽にご参加ください。
申込締切／2020年2月13日（木）

■ 前売料金／5,000円　■ 販売期間／2020年3月29日（日）10：00～7月25日（土）19：00まで
※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。

※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

【お問い合わせ】
※寄付いただいた絵本は無料で譲渡いたします。

安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

7月26日（日）｜小ホール

2月16日（日）｜展示室・練習室

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）

10:00～12:30

パートナーズクラブ会員特典
■ 前売料金／4,000円　■ 販売期間／2020年3月14日（土）10：00～7月25日（土）19：00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。　　
会員特典

Göran Månsson Project

ハガネ
ミュー

ジック

2020年度
始動！

20
18

20
19

5/13（日）
ヨーラン・モンソン・プロジェクト（スウェーデン）

Отава Ё7/1（日）
オタヴァ・ヨ（ロシア）

PAN NOTE MAGIC8/26（日）
パンノートマジック（日本）

Polka dot Accordion10/6（土）
ポルカ・ドット・アコーディオン（日本、エストニア）

Marja Mortensson & Frode Fjellheim12/2（日）
マリヤ・モッテンソン＆フローデ・フェルハイム（ノルウェー）

Janusz Prusinowski Kompania

2020年度 出演アーティスト発表 COMMING SOON!!

6/12（水）
ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャ（ポーランド）

ヤヌシュさんの素敵な声に感動しました。
やはり、生演奏はいいですね。
心と体がつむぎ出す音楽を感じて解き放たれる感覚でした。
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PAN NOTE MAGIC ＆ Jacopo Bettarello8/31（土）
パンノートマジック＆ヤコポ・ベッタレッロ（日本、イタリア）

Auli11/11（月）
アウリ（ラトビア）

Guo Gan ＆ Aly Keita12/14（土）
グオ・ガン＆アリ・ケイタ（中国、コートジボワール）

2組いずれも素晴らしかったです。
ヤコポさんのパワフルな歌声やスチールパンの音色に癒されました。
また、玉田玉秀斎さんの話しぶりも面白かったです。

会場全体が一体になった熱狂のコンサートでした。
HAGANE MUSICは良質な世界の音楽を生で聴ける嬉しい時間です。
これからも楽しみにしています。

ハガネミュージックは毎回自分の知らない音楽と出会えるのでとても
楽しいです。
二胡のすてきな音色とバラフォンの独特な音色に心打たれました。
来年もハガネミュージックを続けてほしいです。

おかえりなさい！


