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2023年3月／4月 イベントスケジュール

HAGANE MUSIC 2023 ラインナップ決定！

フルック

※2024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。

ハガネミュージック史上初の
クール系アイリッシュバンドが放つ

ケルト音楽！

FLOOK
Event Information

HAGANE MUSIC 2023 第一弾

HAGANE MUSICの詳細は
こちらをCHECK

©Naoki Fujioka

※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。

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

※2023年1月1日現在

3 4

3
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

小ホール第13回 しまね自死遺族フォーラムin安来 しまね分かち合いの会・虹
090-4692-5960

大会実行委員長　田中 至人
090-4897-6247

入場無料

入場無料9（日）

4（土）

安来市選挙管理委員会 事務局
0854-23-3137島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙 小ホール開始 20：30

（開場 20：10）

開演 13：00
（開場 12：30）

23（日） 開演 14：00
（開場 13：30）

開演 13：00
（開場 12：30）

松江フルートソサイエティー事務局
090-4570-5447

松江フルートソサイエティー フルートオーケストラの調べ
～保科洋氏を迎えて～ 小ホール

4
月

小ホール
安来市地域づくり支援事業
吟剣詩舞道祭り 入場無料19（日） 開演 13：00

（開場 12：30）

公益社団法人日本バレエ協会山陰支部
0857-24-0702

大ホール第10回 山陰バレエコンクール 入場無料16（日）

【前売券】
一般 1,800円

高校生以下 1,000円

2023年度のHAGANE MUSICラインナップがすべて決定しました！
HAGANE MUSICは毎年世界各国から民族音楽、伝統音楽を世界に発信すべく活動する
国内外のアーティストを「ハガネの街・安来」に招聘しています。
音楽好き必見、ここでしか体験できない音楽との出会いをお届けします。

疾走する凄腕クール系アイリッ
シュバンドが奏でるケルト音楽！
超絶技巧のホイッスルを主体とし
た鉄壁のアンサンブルによる圧巻
のステージ。

世界の貴重な伝統音楽が安来に集結！

ハガネミュージック ラインナップ決定！

NEWS

5月25日（木）
FLOOK（フルック）

18:30開演

第一弾

国境を越えた多国籍バンド。ロマ
音楽を継承しつつ、国境にとらわ
れない独自のオリエンタル音楽が
最大の魅力！

7月22日（土）
Light in Babylon（ライト・イン・バビロン）

14:00開演

第二弾

トリニダード・トバゴ共和国発祥
のドラム缶楽器・スティールパン。
実力は日本最高峰、圧倒的なパ
フォーマンスと緻密なアンサンブ
ルが特徴！

9月23日（土）
PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）

14:00開演

第三弾

数々の受賞歴を持つフィンランド
を代表するカンテレ奏者で、シン
ガーソングライター。カンテレの
魅惑的な音色を革新的なテクニッ
クで奏でる！

12月9日（土）
Maija Kauhanen（マイア・カウハネン）

14:00開演

第四弾

2023



HAGANE MUSIC 2023 チケット料金

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。

※利用条件等によって料金が異なります。利用をお考えの際は必ずアルテピアまでご相談ください。
※展示室と会議室をつなげて使用した場合は展示室のみ準備料金が適用されます。

5月25日（木）｜小ホール
FLOOK

基本料金の

半額！

無 料

展示室にも準備料金を適用します。

YSO（安来スティールパンオーケストラ）のメンバー
＆体験教室参加者募集！

北アイルランド、イングランド出身の凄腕バンド来日。北アイルランド、イングランド出身の凄腕バンド来日。

HAGANE MUSIC 2023の第一弾は北アイルランド、イングランド出身
の凄腕ミュージシャン4人組によるオール・インストゥルメンタル・バンドが
登場！ アイルランドなどの伝統音楽をベースにケルト音楽を代表する
楽器・ホイッスルの格好良さを全面に押し出したそのスタイルは唯一
無二。1997年に結成し、世界各国での膨大な演奏経験で鍛え上げた
アンサンブルはまさに鉄壁！ 超絶技巧のホイッスル奏者、紅一点で
適格にメロディーを支えるフルーティスト、他バンドでも活躍する凄腕
ギタリスト、「世界一の腕前」と称されるバウロン奏者といった魅力的
なメンバーで奏でるクール系アイリッシュによるケルト音楽をお楽しみ
ください。

絵画などの作品を発表するスペースとして使用できる展示室が、2023年5月
1日利用分からお得になります。展示室を展示目的のみで使用するイベントの
準備時間に対して「準備料金」を適用します。これまで準備時間、本番時間を
問わず一律の料金でしたが、5月1日以降は準備時間区分が半額で利用できま
す。展示室を利用してみたいけれど、料金が…という方でもこの制度と利用時
間を工夫すればかなりお得になるかも！？ 利用をお考えの方は是非一度アルテ
ピアにご相談ください。

ドラム缶から作られた様々な種類の「スティールパン」を演奏する安来
スティールパンオーケストラのメンバーを募集中！ また、月に1回程度で
体験教室も開催します。初心者大歓迎！ 音楽未経験の方でも演奏できる
ようバチの持ち方からレクチャーします。少しでも興味がある方はお気軽
にアルテピアまでお問い合わせください。

2001年に初めて日本に来てから、来日はもう6回目になります。ヨー
ロッパの各地やアメリカ、南米、オセアニア、アジアなど、バンド結成以
来多くの国を訪問してきましたが、日本のオーディエンスほど私たち
の音楽を熱心に聞いてくれるリスナーはいません。また、来日するたび
に日本にもケルト音楽の演奏家や愛好家の皆さんが増えているのが
わかり、とても嬉しく思っています。
今回は、日本の「ケルト地域」とも言える神話や伝説、祈りの場所であ
る山陰地方に伺えることをとても楽しみにしています。自分たちの作曲
のための新しいインスピレーションになるような気がしています。

FLOOK Sarah Allen（セーラ・アレン）

※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

●机10台、イス30脚、サインスタンド（小）1台無料。
●備え付けのスライディングウォールを展示パネルとして利用可能。
●展示用の調光機能付きLEDスポットライト、ピクチャーワイヤー、Ｓ字フック無料。
●冷暖房は部屋代に含む。

幅8.5ｍ×奥行9.7m、総面積82㎡、天井高3m、収容人数30名

【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 2023
SHIMANE YASUGI

第一弾

FLOOKの
演奏はこちら

施設の利用に関する
詳細はこちら

北アイルランドのアーマー州出身。突出した演奏技術を持ち、そ
の超絶技巧のホイッスルにファンが多い。作曲家としてもすぐれ
た才能を持ち、ソロアルバムも高い評価を得ている。

ティン・ホイッスルとも言われ、アイルランド発祥とさ
れる縦笛。金属、樹脂など材料は様々で、音域によっ
て音色が全く異なるため、とても奥深い楽器。ブライ
アン・フィネガン氏が使用するのはティン・ホイッスル
より1オクターブ低いロー・ホイッスル。

（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、6月8日（木）までに感想（200字以上（応相談）、
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
3月12日（日）～5月21日（日）まで

Go to アルテピア

■ 前売料金：一般会員 2,500円／学生会員 1,000円
■ 販売期間：3月12日（日）～5月21日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典 ※アルテピア総合案内のみで販売いたします。

一般販売 ■ 販売期間：3月12日（日）より販売開始

ブライアン・フィネガン / ホイッスル・フルート

楽器紹介

5月21日（日）まで

開場18:00 開演18:30｜全席自由

©ケルトの笛屋さん

©ケルトの笛屋さん

©Naoki Fujioka©Naoki Fujioka

Member

Message

NEWS

募　集

（フルック）

ロンドン出身。唯一の女性メンバーで、楽器は通常クラシックで
使用するフルート。軽やかなリズムで的確にメロディーをサポート
している。演奏時、時折出る片足奏法が特徴。

セーラ・アレン / フルート・アコーディオン

バース出身。日本でも人気のあるアイリッシュバンド「ルナサ」に
も参加し、このスタイルの奏者としてナンバーワンと名高い凄腕
ギタリスト。

エド・ボイド / ギター

マンチェスター出身。生粋のアイリッシュ・ミュージシャンで、海外
雑誌にて「間違いなく世界で一番のバウロン奏者」と称される圧
倒的な実力を持つ。

ジョン・ジョー・ケリー / バウロン

展示室DATA

ホイッスル

アイルランド音楽に用いるフレームドラム。基本的に
バチを鉛筆のように持ち、ドライバーを回すような手
首の回転によってバチを打面に打ち付けて音を出
す。バチの素材、持つ位置、打面裏から添える手の位
置、強さなど様々な工夫で音の高さ、音色が変わる。

バウロン

スティールパンを 体験

見学

したい方

練習を したい方

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

〈対　象〉
〈会　場〉

〈対　象〉

〈会　場〉
〈予　約〉

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）
アルテピア練習室
要予約

予約・練習日程等詳細はアルテピアまでご連絡ください。

スティールパンとは…？

スティールパンの種類

ハイテナーパンローテナーパン

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。

アルテピアには6種類の音域が異なるスティールパンがあります。オーケストラの
様にメロディー担当、ベース担当などそれぞれ役割があり、どれもスティールパン
オーケストラには欠かせない楽器です。テナーパン（ハイ・ロー）、ダブルテナーパ
ン、ダブルセコンドパン、トリプルチェロパン、シックスベースパン

主にメロディーを担当。ローテナーパンに
比べキラキラした音色が特徴。スティー
ルパン発祥のトリニダード・トバゴでス
ティールパンといえばこの楽器を指す。

主にメロディーを担当。ハイテナーパンよ
り一音分音域が低く、深みのある音色が
特徴。日本で一番普及しているスティー
ルパン。

スティールパンに興味がある方向けの体験イベントです。様々な形のスティール
パンを自由に体験いただけます。

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。

調光機能付きLEDスポットライト


