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開館時間：9：00～22：00 ※ご利用のお申し込みは9：00～19：00です。

休 館 日：○火曜日 （祝日を除く。祝日の場合はその翌日）　○12月29日～翌年1月3日
※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。
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【アルテピアパートナーズクラブ】メンバー募集中！

チケット
好評発売中

パートナーズクラブ会員先行販売

【一般】 前売 5,800円／当日 6,000円

■ 販売期間／10月13日（土） 10：00～27日（土）19：00　■ 会員価格／4,200円
※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。　※販売期間内でも予定枚数に達し次第販売終了いたします。

原点回帰　Origin regression

マリヤ・モッテンソン＆フローデ・フェルハイム

※5歳以上有料、4歳以下は膝上のみ無料、お席が必要な場合は有料

11月24日（土）｜大ホール

12月8日（土）｜小ホール｜

【プレイガイド】

【プレイガイド】

【お問い合わせ】

チケットよしもと／0570-550-100（Yコード：506230）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：489-523）
ローソンチケット／0570-000-407（Lコード：61353）

フォト文具いちかわ広瀬本店／0854-32-2416
フォト文具いちかわプラーナ店／0854-21-0201
安来観光交流プラザ（JR安来駅内）／0854-23-7667

島根県民会館チケットコーナー／0852-22-5556
アルテプラザ(米子天満屋4階)／0859-38-5127
安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

チケットよしもと／0570-550-100　  BSS山陰放送／0859-33-2111　  安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

【お問い合わせ】
安来市文化スポーツ振興課／0854－23－3039
（8:30～17:15 土日祝除く）

開場12：30 開演13：30

開場18：00 開演18：30

【一般】 前売 4,500円／当日 5,000円
※5歳以上有料、4歳以下は膝上のみ無料、お席が必要な場合は有料

※開催日時は予定です。

※ ※

■ 一般前売発売日／10月28日（日）10：00～

吉本新喜劇＆バラエティin安来

ノグチアツシ＆浜田真理子
JOINT LIVE

開運なんでも鑑定団
～出張！なんでも鑑定団 in 安来～

吉本新喜劇＆バラエティがアルテピアで開催！
すっちーが安来に来ます！ドリルすんのかい！せんのかい！！

あなたのお宝大募集！

観覧希望者募集！

【シリーズ第5弾】

1月20日（日）｜大ホール｜

2018年11月／12月 イベントスケジュール

吉本新喜劇＆バラエティin安来

安来市総合文化ホール開館�周年記念事業

開運なんでも鑑定団
～出張！なんでも鑑定団 in 安来～

大阪交響楽団 特別公演

ノグチアツシ＆浜田真理子
JOINT LIVE
原点回帰　Origin regression

Pick Up Events

Marja
Mortensson
&

In format ion

❶ 開場12:00 開演12:30　❷ 開場15:30 開演16:00｜全席指定　

2019年

1
PICK UP

2
PICK UP

3
PICK UP

入会金・会費 無料

Frode
Fjellheim

観覧無料 ■ 応募締切日／平成30年12月17日（月）　■ 抽選結果発表／平成30年12月下旬（返信ハガキにて）

募集要項等についてはアルテピアホームページをご覧ください→

■ 応募締切日／平成30年11月16日（金）

観覧ご希望の方は、往復ハガキに必要事項を記入の上、ご応募ください。応募者多数の場合は抽選となります。当選したハガキ１枚につき２名様まで入場できます。

あなたのとっておきのお宝を鑑定してもらいませんか？ これは!!というお宝をぜひご応募ください！
美術品から、お菓子のおまけやおもちゃまで「なんでも」ご応募ください。

安来市総合文化ホール開館1周年記念事業

イープラス／http://eplus.jp/
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 アルテピア総合案内／0854-21-0101
Abe-Rise（アビライズ）／0857-50-1744



2018年度アルテピアオリジナル企画

人口約500人の南サーミの伝統を引き継ぐ、1995年生まれの若き歌姫。14歳の時に作詞作曲した歌が大き
な注目を集め、デビュー。以来ノルウェーで数多くの音楽賞を受賞し、世界の先住民族の音楽をリードする
存在。共演者には、叔父で「アナと雪の女王」のオープニングを作曲した、フローデ・フェルハイムが登場！

※学生券の対象は、大学･専門学生以下です。【ご購入の際は学生証（生徒手帳）等をご提示ください】

【一般】 前売  S席5,000円  A席4,000円　 【学生】 前売  S席3,000円  A席2,000円

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。

※未就学児入場不可

プレイガイド

マリヤ・モッテンソン（ヴォーカル［ヨイク］）
フローデ・フェルハイム（ヴォーカル［ヨイク］、ピアノ、キーボード）

今、北欧で最も注目を集めている、

　若き歌姫、マリア・モッテンソンが来日！

「アナと雪の女王」のオープニングを作曲。

　フローデ・フェルハイムが登場！

ヨイク

【出演】

チケット料金 【一般】 前売 2,500円 / 当日 3,000円
【学生】 前売 1,500円 / 当日 2,500円全席自由 ※未就学児入場不可

安来市総合文化ホール アルテピア、フォト文具いちかわ 広瀬本店、
フォト文具いちかわ プラーナ店、安来観光交流プラザ、島根県民会館チケットコーナー、
プラバホール、米子市文化ホール、アクティブ・プロ

ナビゲーター

玉田 玉秀斎
（たまだ ぎょくしゅうさい）

バイリンガル
講談師も登場！
日本の伝統話芸で各公演のナビゲート役
を務めます。

南サーミ人に伝わる独特な唱法｢ヨイク｣
その伝統を引き継ぐ若き歌姫がノルウェーから来日

小ホールOPEN 14:30　START 15:00

マリヤ・モッテンソン＆フローデ・フェルハイム
Marja Mortensson & Frode Fjellheim

12月2日（日） 

パートナーズクラブ会員特別割引
■ 販売期間／11月25日（日）まで　■ 会員価格／【一般】2,000円　【学生】1,000円

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。

■ パートナーズクラブ会員先行販売／11月3日（土）10:00～17日（土）19:00

■ 一般前売発売日／11月18日（日）10:00～

※当日券は前売券の500円増です。  ※学生券はアルテピア総合案内でのみ販売いたします。 
※学生券の対象は、大学･専門学生以下です。【ご購入の際は学生証（生徒手帳）等をご提示ください】
※販売期間内でも予定枚数に達し次第販売終了いたします。

大阪交響楽団 特別公演

い

よい
よラスト！

第5弾
後援：ノルウェー大使館

【お問い合わせ】

【プレイガイド】

安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

Joik

イベントスケジュール2018年11 12月 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。 ※2018年10月8日現在の情報です。

11
月

12
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

開演 11：30
（開場 11：00） 第2回 歳末たすけあい安来市民余芸大会9（日） 大ホール 社会福祉法人安来市社会福祉協議会

0854-23-1855

9：00～11：50 補聴器相談会12（水） 会議室2 補聴器の店YONAGO
0859-30-3399入場無料

入場無料16（日） 開演 13：30
（開場 12：30） クリスマス ファミリー フェスティバル(仮称) 大ホール 宗教法人世界平和統一家庭連合松江家庭教会

0852-23-3754

安来市健康福祉部福祉課
0854-23-3229入場無料

10：00～17：00
（最終日は～15：00）

7（金）～
10（月）

第10回 安来市障がい者ふれあい作品展 展示室

西陣美術織 若冲全国巡回展実行委員会安来支部
0854-22-2144入場無料

10：00～17：00
（初日は12：00～）
（最終日は～16：00）

15（木）～
18（日）

西陣美術織 若冲全国巡回展 展示室

株式会社中国補聴器センター米子店
0859-33-7333入場無料7（金） 9：30～11：30 補聴器相談会 会議室1

株式会社中国補聴器センター米子店
0859-33-7333入場無料2（金） 9：30～11：30 補聴器相談会 会議室1

開演 13：00
（開場 12：00）

安来市役所総務課
0854-23-301821（金） 第69回 島根県統計大会 小ホール 入場無料

2（日） 開演 15：00
（開場 14：30） 小ホール

【一般】 2,500円
（当日 3,000円）
【学生】 1,500円
（当日 2,500円）

安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101

HAGANE MUSIC　第5弾
マリヤ・モッテンソン＆フローデ・フェルハイム

8（土） 開演 18：30
（開場 18：00） 小ホール 【一般】 4,500円

（当日 5,000円）
Abe-Rise（アビライズ）
0857-50-1744ノグチアツシ＆浜田真理子 JOINT LIVE

開演 11：00
（開場 10：30）

社会医療法人 昌林会
0854-22-3411入場無料クリスマス感謝の集い23（日） 小ホール

安来市総合文化祭実行委員会
0854-23-3039入場無料第14回 安来市総合文化祭(市民音楽祭) 大ホール4（日） 開演 14：00

（開場 13：30）

渡部 秀夫
0859-33-8673入場無料安来どじょっこ歌の祭典 大ホール11（日） 開演 10：30

（開場 10：00）

安来節保存会代議員会12（月） 小ホール 安来節保存会
0854-28-9988入場無料

開演 13：00
（開場 12：30）

第48回 安来市交通安全大会16（金） 小ホール 安来市交通安全対策協議会
0854-23-3069

入場無料
関係者のみの入場と

なります（　　　　　　　　）
開演 13：30

（開場 13：00）

入場無料安来商工会議所青年部 創立30周年事業17（土） 大ホール 安来商工会議所青年部
0854-22-2380

開演 14：00
（開場 13：00）

婚活イベント「走って恋して運動会de婚活」18（日） 小ホール 安来市定住推進課
0854-23-3179

3,000円
（事前の申込が必要です）

開演 14：30
（開場 14：00）

入場無料2018勤労感謝祭22（木） 大ホール 安来市労働組合協議会
0854-22-3127

開演 18：00
（開場 17：30）

入場無料補聴器相談会14（水） 会議室2 補聴器の店YONAGO
0859-30-33999：00～11：50

入場無料人権フェスティバル「つなげて未来や2018」11（日） 小ホール 安来市人権施策推進課
0854-23-3095

開演 13：00
（開場 12：30）

大ホール
【S席】 6,800円
【A席】 5,800円

前売券 1,000円
当日券 1,300円

小中学生    500円

安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101

DRUM TAO
RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～

開演 19：00
（開場 18：15）19（月）

入場無料長谷川直子 門下生合同発表会25（日） 小ホール 長谷川直子
090-4146-1478

開演 14：30
（開場 14：00）

アレキサンダー・ガラガノフ ギターリサイタル24（土） 小ホール 門脇康一ギター教室
0859-53-3571開演 15：30

【一般】 2,800円
（当日 3,300円）

【小中高】    800円
（当日 1,300円）

入場無料門脇康一 ギター教室秋の定期コンサート24（土） 小ホール 門脇康一ギター教室
0859-53-3571

開演 10：30
（開場 10：00）

入場無料あおぞらワッペンのうたう！おどる！あそぶ！
ファミリーコンサート23（金） 小ホール 松江・安来広域連携事業実行委員会

0854-23-3209
開演 14：00

（開場 13：30）

完　売大ホール 安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101

東京スカパラダイスオーケストラ 
2018 Tour「SKANKING JAPAN」
“めんどくさいのが愛だろっ？”編

開演 17：30
（開場 17：00）25（日）

福田 冨美子
0854-32-3702入場無料小ホール

開演 13：00
（開場 12：30）16（日） ピアノ発表会

吉野 朱美
0854-22-1521入場無料小ホール24（月） 開演 14：00

（開場 13：30） ピアノ発表会

さくらSSC スポーツ教室 さくら総合スポーツクラブ
0854-23-1923練習室 要月会費

（詳しくはお問合せください）

18：00～20：30
18：00～21：30
18：00～20：30
18：00～21：30

18：00～20：30
18：00～21：30
18：00～21：30 さくらSSC スポーツ教室 さくら総合スポーツクラブ

0854-23-1923練習室

2（金）
7（水）
9（金）
14（水）

16（金）
21（水）
28（水）

18：00～21：30
18：00～20：30
18：00～21：30
18：00～20：30

18：00～21：30
18：00～20：30
18：00～21：30

5（水）
7（金）
12（水）
14（金）

19（水）
21（金）
26（水）

要月会費
（詳しくはお問合せください）

富田会発表会10（土） 小ホール 富田会
0858-73-0681

開演 13：00
（開場 12：30）

3,000円
（詳しくはお問合せください）

1年を通して開催！ 世界を舞台に活躍するトップアーテイストのコンサート！！

開場15:30 開演16:00｜全席指定　
2月9日（土）｜大ホール2019年

24（土）
① 開演 12：30
（開場 12：00）
② 開演 16：00
（開場 15：30）

吉本新喜劇＆バラエティ in 安来 大ホール BSS山陰放送
0859-33-2111

【前売】5,800円
（全席指定）

5歳以上有料、4歳以下膝上無料

ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・ロシアの極北
“ラップランド”に暮らす先住民サーミ人の独特な声法。
基本的に無伴奏の即興歌。赤ん坊が誕生した時、その子
供に対して歌われたり、親しい人同士で、その人の外観、
人格的美点、欠点、人生など描写したヨイクを歌い合うこと
もある。また、たった一人でトナカイが牽くソリに
乗ったとき、その孤独を癒すためにも歌われる。

安来市総合文化ホール アルテピア、フォト文具いちかわ 広瀬本店、
フォト文具いちかわ プラーナ店、安来観光交流プラザ、
島根県民会館チケットコーナー、プラバホール、アルテプラザ（米子天満屋4階）、
米子市文化ホール、TSUTAYA角盤店、アクティブ・プロ

指揮者
オーラ・ルードナー

ソリスト/ピアノ

©飯島隆

林 澄子


