
大ホール 安来市政策推進部 地域振興課
0854-23-30703（火）

開式 12：00
（受付 11：00） 令和5年 安来市二十歳の集い（旧成人式） 入場無料

（関係者のみ入場可）

小ホール 護縁株式会社
0853-31-525021（土）

①上映 13：00
　（開場 12：30）
②上映 16：00
　（開場 15：30）
③上映 19：00
　（開場 18：30）

映画「高津川」上映会

【前売券】
60歳以上 1,200円
大学生・一般 1,400円
3歳以上高校生以下
1,000円 ほか

小ホール 佐川 颯汰
080-8230-05897（土）

開演 13：30
（開場 13：00）

文化芸術公演開催支援事業
アルテピア ミュージックステージ2023 入場無料

小ホール 佐川 颯汰
080-8230-05898（日）

開演 10：00
（開場 9：30）

文化芸術公演開催支援事業
アルテピア ミュージックステージ2023 入場無料

大ホール NPO法人松江音楽協会
0852-27-600015（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

第34回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート
安来（やすけ）く国の歌物語～神楽と安来節とともに～

【前売券】
一般2,000円

高校生以下1,000円

小ホール 木村 美香
090-7770-812315（日）

開演 15：00
（開場 14：30） Groovin'Lab 第11回 定期演奏会 入場無料

大ホール 伯太太鼓
090-3371-798322（日）

開演 13：30
（開場 13：00）

文化芸術公演等開催支援事業
やすぎ和太鼓まつり

入場無料

展示室 安来市立宇賀荘小学校
0854-22-2364

26（木）～
30（月）

開始   9：30
終了 17：30

（最終日は～12：30）
安来市特別支援学級合同作品展（ふれあい広場） 入場無料

大ホール 成 富子
070-5302-062329（日）

開演 10：30
（開場 9：30）

文化芸術公演開催支援事業
うれし、たのし、だーい好き！チャリティ 音楽の集い

入場無料

安来市総合文化ホール アルテピア 情報誌Event  Schedule

イベントスケジュール2023 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。※2022年12月1日現在
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月

小ホール 松江西高等学校
0852-21-29252（木）

開始 9：15
（受付 8：30） 2023年度 松江西高等学校 入学試験

小ホール いいじゃん プロジェクト
090-3632-211312（日）

開始 10：30
終了 16：00

文化芸術公演開催支援事業
安来 絵本 マルシェ 入場無料

小ホール 安来市・安来市地域包括支援センター
0854-37-154023（木・祝）

開始 13：00
終了 16：30 令和4年度 安来市地域ケア推進会議 入場無料

大ホール やすぎJr.ブラスバンド（赤江交流センター）
0854-28-898226（日）

開演 13：30
（開場 13：00）

文化芸術公演開催支援事業
やすぎJr.ブラスバンド 卒業コンサート 入場無料

小ホール 安来音楽協会 角
090-8605-161518（土）

開演 14：00
（開場 13：30） アルテピア プレミアムカフェ Vol.6 音楽の試食会 入場無料2

月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

〒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！ 2023.1-2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11月30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
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※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。

アルテピアの詳細は
こちらをCHECK

2023年1月／2月 イベントスケジュール
イベントレポート掲示板

アルテピア
プレミアムカフェ Vol.6
音楽の試食会

安来スティールパン
オーケストラについての
お知らせ

HAGANE MUSIC
2023ラインナップ決定！

イベントレポート掲示
板

2022年11月23日（水・祝）／市民ロビーDATE

2018年よりアルテピアの冬を彩る「HAGANEツリー」が今年も点灯しました！
ツリーについているガチャガチャの玉やペットボトルで作った飾りは過去最多の550個！
協力してくれた市内保育施設の皆さん、ありがとうございました。
また、今年は安来市在住の美術作家・中野 滋さんが制作した最大2m40cmにもなるトナ
カイなどのダンボールアニマルを展示。ツリーとマッチしていて最高にかわいかったです♪
ロビー演奏はハンドベル“クレエ”さんと、ドラム缶楽器「スティールパン」を操る安来スティールパンオーケストラ
が登場し、大いに盛り上がりました。毎年異なる演出で盛り上げていきますので来年もお楽しみに！

2023
開催しました！



入場無料

【お問い合わせ】 安来音楽協会 角／090-8605-1615　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

【体験・見学のお問い合わせ】 安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

HAGANE MUSIC 5年間の軌跡
アルテピアがオープンした翌年の2018年、「安来の伝統・ハガネと音楽の融合」をテーマに
HAGANE MUSICが誕生しました。HAGANE MUSICは、故郷の文化や自然を愛し、音楽と
伝統を発信・継承しているアーティストを世界各国から招いて開催するコンサートです。5年目を
迎えた現在までに、通算11ヵ国のアーティストが来日し、16回のコンサートを実施しました。
ショパンのルーツとされるポーランドの「農村マズルカ」、ノルウェー中東部の先住民族・
南サーミ人の伝統唱法「ヨイク」、ロシアの民族音楽に現代のアレンジを加えた「ニューロシ
アン・トラッド」など、世界の伝統音楽を生で触れる事ができました。また、中国の「二胡」、ラトビア
の「バグパイプ」「ブンガス（太鼓）」、そしてドラム缶を使用したトリニダード・トバゴ共和国発祥の
楽器「スティールパン」など、珍しい楽器演奏を聴けるのもHAGANE MUSICならではの
醍醐味です。
コンサートの参加者からは「伝統文化について考えるきっかけになった」「外国旅行へ行った
気分」などHAGANE MUSICの特長をそれぞれに体感されています。
アルテピアでは国際色豊かでバラエティーに富んだラインナップを2023年も引き続き予定して
います。これからのHAGANE MUSICを是非ご期待ください！！！

アルテピアで“音楽の試食会”はいかがですか？
ホッとするひと時、上質な時間をお届けします。

2023年2月18日（土）｜小ホール｜開場13：30 開演14：00｜全席自由

アルテピア プレミアムカフェ Vol.6
音楽の試食会

「音楽の試食会」と称して、安来の音楽の普及を目指し、山陰のトップアーティストの協力を得て
開催するコンサートです。「クラシックは難しい？」「本格的なクラシック公演は敷居が高い」という
方にこそ、生演奏でしか体感できない音楽の魅力や、アルテピアのホールならではの素晴らしい
音響を試食のようにかしこまらずコンパクトにお楽しみいただけます。
ぜひプレミアムカフェで心豊かなひとときをお過ごしください。

ドラム缶からできた珍しい楽器・スティールパンを
一緒に演奏しよう♪

YSO       のメンバー＆
体験教室参加者募集！

安来
スティールパン
オーケストラ

安来スティールパンオーケストラは「ハガネの街・安来」にちなんで鋼でできたドラム缶楽器
「スティールパン」を演奏するオーケストラで、2019年にアルテピアで結成しました。ただいま
スティールパンを一緒に演奏する新しいメンバーと体験教室の参加者を募集しています。
初心者大歓迎!必要なのはスティールパンをたたいてみたいという好奇心だけです!音楽
未経験の方でもご安心下さい。バチの持ち方からお伝えします！
ぜひ一緒に演奏しましょう。 安来スティールパンオーケストラのメンバーと

して活動する方を募集します。
主な活動は週に1回程度の練習と、アルテピア
内外のイベントへ出演し、演奏や楽器体験活動を
行います。アルテピアのHAGANEツリー点灯祭
では毎年出演し、演奏を披露しています。

ドラム缶でできた音階打楽器。トリ
ニダード・トバゴ共和国が発祥で、
石油を入れていたドラム缶を修理
する際、凹みの加減で音が変化
したことがきっかけで誕生。「世界
で最も人の心を癒す音色」と言
われている。

出
演
者

アンサンブル・エクラ

全員島根県出身。バロック音楽から近代
音楽まで様々な音楽を演奏し、近年は
より室内楽を身近に感じていただける
よう精力的に演奏活動を行っている。

クラリネット
ヴァイオリン
ヴ ィ オ ラ
チ ェ ロ

：
：
：
：

水間 満
岩本 いづみ  長原 愛美
杉尾 愉佳
喜久里 誼

フ ル ー ト
フ ル ー ト
ソ プ ラ ノ
ピ ア ノ

：
：
：
：

石原 栄子
寺戸 恵
田中 契子
水師 彩子

なかうみ交響楽団 クラリネット五重奏

なかうみ交響楽団の指揮者・水間 満と弦楽器の
パートリーダーで編成されており、なかうみ交響楽
団でも屈指の実力者グループ。名クラリネットと
弦楽四重奏のコラボをお楽しみに。

無料

スティールパンに興味がある方が楽器に触れること
ができる体験教室です。様々な形のスティールパン
を自由に体験いただけます。

スティールパンを体験したい方

〈日にち〉…月1回程度、要問合せ
〈対　象〉…年齢制限一切なし！どなたでもご参加いただけます。
〈会　場〉…アルテピア

練習を見学したい方

〈対　象〉…安来スティールパンオーケストラの
　　　　　活動に興味がある方
　　　　　（演奏経験の有無は問いません）
〈会　場〉…アルテピア 練習室
〈予　約〉…要予約
　　　　　予約・練習日程等詳細は
　　　　　アルテピア（0854-21-0101）まで
　　　　　ご連絡ください。

見学をご希望の方へスティールパンとは…？

第一弾

FLOOK
フルック

クール系アイリッシュとして凄腕ミュージシャンに
より1997年に結成。現在までメンバーが固定され、
圧倒的なライブ数で鍛えたアンサンブルはまさに
鉄壁！2006年、BBC FOLK AWARDSにてベスト・
グループ賞を受賞。2008年に一度解散するが、
数多くの要望に応え、再結成。HAGANE MUSIC
では初のケルト音楽!

FLOOKの演奏はこちら▶ Light in Babylonの演奏はこちら▶ PAN NOTE MAGICの演奏はこちら▶

第二弾

Light in Babylon
ライト・イン・バビロン

2010年にバンドを結成。メンバーはイスラエル、
フランス、トルコ出身。西アジアやヨーロッパを移
動し、生活するロマ族のオリエンタル的な「ロマ
音楽」を継承しつつ、国境にとらわれない独自の
音楽が最大の魅力。公式チャンネルでの総再生
回数は3,000万回を超えており、現在世界的に
注目を集めているバンド。

第三弾

PAN NOTE MAGIC
パンノートマジック

ドラム缶から生まれた楽器スティールパンを奏でる
日本最高峰の実力を持つスティールパンオーケス
トラ。音程の異なる6種のスティールパンが織り
なす緻密なアンサンブルと圧倒的なパフォーマンス
で観客を熱狂の渦へと誘います。ラテン音楽から
ジャズ、クラシックまで幅広いジャンルを巧みに
演奏する！

第四弾 COMING SOON … 決定次第、アルテピアホームページ HAGANE MUSIC専用ページにて発表します。

2023年5月 開演14：00 2023年7月 開演14：00 2023年9月23日（土） 開演14：00

国境を超えた
オリエンタル音楽を存分に！

ドラム缶で奏でる
カリブサウンド！

【使用楽器】 スティールパン（6種）、
ドラム

【使用楽器】 ボーカル、パーカッション、
サントゥール、サンスラ、ギター

【使用楽器】 フルート、ホイッスル、
ギター、バウロン

アイリッシュバンドが放つ
ケルト音楽！

2023年のHAGANE MUSICは、北ヨーロッパ・北アイルランド＆イングランド発ケルト音楽を奏でる「FLOOK（フルック）」、世界
から注目を集めているコスモポリタンバンド「Light in Babylon（ライト・イン・バビロン）」、トリニダード・トバゴ共和国発祥の鋼で
できた楽器・スティールパンを操る「PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）」等、多様な音楽性のアーティストが登場！今年も
HAGANE MUSICでは、ここでしか体験できない世界の伝統音楽との出会いをお届けします。

HAGANE MUSIC
SHIMANE YASUGI

世界各地の質の高い
音楽が安来に集合！2023年

HAGANE MUSIC


