
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.17

Jul-Aug
2020

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！ 2020.7-8月号　編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア　発行日：2020年7月1日　Ⓒ無断転載・複製を禁ず

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！
2020年7月/8月 イベントスケジュール

Event Information

入会金・会費 無料

Event  Schedule

イベントスケジュール2020 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

Yasugi Art Live
~in ARTEPIA Studio~

PAN NOTE MAGIC
パンノートマジック

HAGANE MUSIC2020 第2弾

文化活動無観客動画配信支援事業

Yasugi Art Live in ARTEPIA Studio
文化活動無観客動画配信支援事業

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2020 “二人旅”

DRUM TAO
THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-

※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。 ※2020年5月31日現在

8
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

（初日は12:00～）

【前売券】 1,200円
小中高校生 無料

なかうみ交響楽団
090-8605-1615(角)

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.3

開演 14：30
（開場 14：00） 大ホール9（日）

【前売券】 一般 3,000円
学生 1,500円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）開演 14：30

（開場 13：45） 小ホール30（日）

開始   9：00
終了 19：00 ラムサール条約登録湿地宍道湖・中海パネル展示 市民

ギャラリー
島根県環境生活部 環境政策課
宍道湖・中海対策推進室
0852-22-5562

入場無料
24（月）～

9/6（日）

文化活動無観客動画配信支援事業とは、新型コロナウイルス感染症のために活動
を自粛されていた文化団体または個人の皆様がアルテピアで無観客の動画配信を
される場合に限り施設利用料金及び附属設備利用料金を免除する事業です。

お問い合わせ

募集期間

事業実施期間

対象団体

対象事業

第１期：令和２年６月１９日（金）～７月１７日（金）（募集期間終了後認定審査）
第２期：令和２年７月２７日（月）～令和３年３月２４日（水）（先着順で認定審査）

令和２年７月２５日（土）～令和３年３月３１日（水）（予定）

安来市民を構成員に含む団体または個人

安来市市民生活部文化スポーツ振興課　0854-23-3039

①無観客での動画配信を行う事業
②音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の文化芸術に関する事業
③開催期間が令和２年７月２５日（土）から令和３年３月３１日（水）までの期間に含まれる事業
　※諸施設とも準備、後片付けまたは練習を含め最大１日まで。

④配信した動画の電磁的記録を市に対して提供すること。
　※応募は１団体１事業とします。
　　令和２年６月１９日（金）以前に施設予約された事業につきましては市にご相談ください。

※応募多数の場合、第１期で募集を終了している場合があります。

緻密なア
ンサンブ

ルと

     ほと
ばしるパ

ッション

あのステ
ィールパ

ンオーケ
ストラが

　　　今
年もアル

テピアに
帰ってくる

！

Pan Note Magic
Steelpan Orchestra

※詳しい情報につきましては、安来市ホームページ、各交流センターに設置しているチラシをご覧ください。
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パンノートマジック

8月30日（日）｜小ホール
開場13:45 開演14:30｜全席自由 ※未就学児入場不可

パンノートマジック

シュウ／ハンドパン奏者

PAN NOTE MAGIC

PAN NOTE MAGIC

HAGANE MUSIC
2020

SHU

アルテ
ピアの

イメー
ジソン

グを披
露！

回収場所：アルテピア総合案内の絵本回収BOX
回収時期：通年で募集中
お問い合わせ：安来市総合文化ホール アルテピア
　　　　　　　絵本市担当 0854-21-0101

アルテピアで毎年開催を予定している「あるてぴあ 一箱絵本市」では皆様
の使わなくなった絵本をいつでも大募集しています。どんな絵本でも構いま
せん、寄付された絵本は絵本市にて無料で譲渡させていただきます。不要
になった絵本を思い出とともに次の子供たちに引き継ぎませんか？

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イメージソングもお贈りします！

高い技術、多彩な表現力で魅せる
“二人旅”ワールド！

日本で唯一、本場トリニダード・トバゴ共和国で研鑽を積んだスティール
パンオーケストラ「PAN NOTE MAGIC(パンノートマジック)」が登場！
彼らだからこそ成せる緻密なアンサンブルと幅広い演奏レパートリーで
老若男女問わず会場が一体となって盛り上がります。
ゲストは、楽器業界で話題沸騰の新楽器“ハンドパン”奏者・SHU。
客席オールスタンディング必至、熱狂のステージをぜひお楽しみください。

2005年に結成されたスティールパ
ンバンド。2008年にスティールパン
バンドとしては初にして唯一の東京
都公認ヘブンアーティストに認定。
以降、国内外で様々な活動を行っ
ている。メンバーは様々なコンクー
ルで優勝を果たす実力者揃いで、
演奏する曲はラテン、ポピュラー、ク
ラシックと幅広い。

大阪府の豊能町出身。プロハンド
パン奏者として、演奏、レッスン、楽
器の仕入れまでを行い、日本での
ハンドパン普及に努めている。日本
テレビ「世界まる見え！テレビ特捜
部」、関西テレビ「よ～いドン！」など
でも紹介されている。

ドラム缶でできた音階打楽器。当時身
近にあったカン等を楽器として使用し
た事がきっかけで誕生。「世界で最も人
の心を癒す楽器」ともいわれている。

■ 前売料金：5,000円　■ 販売期間：未定

※既に延期になりました2020年7月26日(日)のチケットをご購入のお客様は、そのまま振替公演チケットとしてご利用いただけます。
※振替公演チケット発売日、その他詳しい情報につきましては、決定次第アルテピアホームページまたは、アルテピア総合案内にてご案内いたします。

※チケット発売日、その他詳しい情報につきましては、決定次第アルテピアホームページまたは、アルテピア総合案内にてご案内いたします。

※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。

【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】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101
日本海テレビ事業部／0857-27-2136
キャンディー・プロモーション岡山／086-221-8151

2021年1月9日（土）｜小ホール
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）

2020年新作「THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-」は、27年の歳月を
経たTAOがもう一度前進するために、原点に回帰する。
困難に立ち向かい乗り越えようと、未来へ動き出すために生まれた伝
統「祭り」を熱狂の原動力である「響」で表現。漆黒の舞台に響き渡る
のはTAOの鼓動のみ。
世界の大きな変化を前に、鼓動の奥底から湧き立つ命の力、感謝の意
を胸に、TAOは全力で突き進む。「今、TAOが世界を元気にする！！」
（演出家　フランコ ドラオ）

力の限り前へ！
復興への祈りと感謝の意を胸に紡ぐ“祭”

11月14日（土）｜大ホール
DRUM TAO THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-

① 開場13:00 開演13:30　② 開場17:30 開演18:00

■ 販売期間：7月4日（土）10:00～8月23日（日）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。　　

※最新情報につきましてはアルテピアホームページまたは、アルテピア総合案内までお問い合わせください。

パートナーズクラブ会員特典

チケット料金

■ 販売期間：7月4日（土）10:00～8月29日（土）19：00まで一般販売

一般販売

一般販売

※絵本市では絵本の出店者様も募集しています。
※イベント名は変更する場合があります。

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

第2弾

卓越した技術と情熱のカリブサウンドが
アルテピアを熱狂の渦へといざなう！

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）独立行政法人日本芸術文化振興会【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

YouTube
動画はこちら！

Check it!

YouTube
動画はこちら！

Check it!

※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。
※学生券、当日券、アルテピアパートナーズクラブ割引はアルテピアでのみ
販売いたします。
※学生券の対象は大学生、専門学生、短大生以下です。当日入場される
際ご本人の学生証（生徒手帳）等をご提示いただく場合があります。

スティールパンとは？

2000年ごろスイスのスティールパン工
房「PANAｒｔ」がスティールパンをもと
にして制作した楽器。宇宙船のような
形をしており、ドーム型に加工した金属
板を貼り合わせたもの。

ハンドパンとは？

ドラム缶がこんなにも美しいドラム缶がこんなにも美しい音色を奏でるとは…！
音色を奏でるとは…！

GUEST

■ 前売料金：A席6,000円 S席7,000円
■ 販売期間：未定
※6歳未満入場不可


