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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。

9

9

山 陰 道

山 陰 本 線

荒島
八幡宮

ファミリーマート

安来市立
第三中学校

安来市給食センター

飯
梨
川 吉

田
川

伯
太
川

安来駅

荒島駅

舶来屋

至米子

至松江

至広瀬 至伯太

安来市役所

安来IC

安来市総合文化ホール
アルテピア 米子方面から

松江方面から

180

45 257

【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

■ 前売価格／【一等席】4,000円　【二等席】3,000円
　　　　　　 【学生券（大学生以下）】2,000円

■ 販売期間【予定】／9月22日（土）～30日（日） 10：00～19：00

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。　※小学生以上チケット必要
※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。　※表示料金は全て税込価格です。

DRUM TAO RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～

※当日券は前売券の500円増となります。　※前売券完売の場合は当日券の販売はありません。
※未就学児入場はご遠慮ください。　※表示料金は全て税込価格です。 

9月30日（日）｜大ホール｜

【プレイガイド】

【お問い合わせ】

フォト文具いちかわ広瀬店／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
米子市文化ホール／0859-35-4171
アクティブ・プロ／0859-48-0700
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内

安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

開場18：15 開演19：00｜全席指定

■ 前売価格／【S席】6,800円　【A席】5,800円 ■ 一般前売発売日／8月18日（土）10：00～
※前売券完売の場合は当日券の販売はありません。　※6歳未満入場不可　※表示料金は全て税込価格です。

■ 会員価格・一般前売価格同料金／5,800円

能と神楽の競演「紅葉狩」
安来市総合文化ホール開館1周年記念事業

【プレイガイド】 【お問い合わせ】チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：118-735）
ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：62938）
イープラス／http://eplus.jp/
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内

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

アルテピアの�周年記念と安来市の木でもある紅葉にちなんで
能と神楽の異なる視点からの『紅葉狩』を是非、この機にご鑑賞ください！

【シリーズ第4弾】

（お一人様4枚まで／先着順）

11月19日（月）｜大ホール｜

LIVE TOUR 018-019
～ELEVEN PIECE～

開場16：30 開演17：00｜全席指定

【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
夢番地／086-231-3531（平日11：00～19：00）

1月14日（月・祝）｜大ホール｜

2018年9月／10月 イベントスケジュール

しまね映画祭

DRUM TAO
ORANGE RANGE

安来市総合文化ホール開館�周年記念事業

能と神楽の競演「紅葉狩」

ポルカ・ドット・アコーディオン
（ハガネミュージック）

Pick Up Events

In format ion

開場13：30 開演14：00｜全席指定　

2019年

1
PICK UP

2
PICK UP

3
PICK UP

入会金・会費 無料



2018年度アルテピアオリジナル企画

北欧・バルト3国のエストニアのアコーディ
オン姫トゥーリキ・バートシクと、日本を代
表する女性アコーディニストかとうかなこ
の、比類ないデュオが誕生！ポルカ・ドット
とは平均的な水玉模様を意味し、流行りに
左右されることのない、どこか懐かしい音
色をお届けします。

安来会場2日目は、アルテピアのオリジナル音楽イベント「ハガネミュージック」の応援企画として『サー
ミの血』『日本刀～刀剣の世界～』を上映します。『サーミの血』の挿入歌には、12月2日にアルテピアでコ
ンサートを行うマリヤ・モッテンソンの曲が使用され、本人も映画の中に登場しています。『日本刀～刀剣
の世界～』は、鋼（はがね）のまち・安来にも関係の深い映画史上初の刀剣ドキュメンタリー映画です。

■すばらしいメンバーによる滅多とない公演なので、もっと多くの人々に足を運ん
でいただき一緒に楽しみたいと思いました。（30代 女性）

■アルテピアでしか聴けないコンサート、今後の展開に期待します。（50代 男性）
■あまり聴いたことのない音楽でしたがとても心地よく響きました。琴もとても
マッチしてステキでした。すばらしかったです。（60代 女性）

■全ての曲が迫力があり楽しかったです。リズムが早い曲が多く、テンションが上
がる感じの曲が多かったので良かったと思います。（10代 女性）

■ロシア民族音楽を現代的に身体いっぱいに楽しめるそんな演奏でした。楽器、
歌、踊りどれも感動で思わず身体が動いてしまう、共に音楽を共有して楽しめて
胸がスッとしました。（50代 女性）

※料金は全て税込みで表示しております。

プレイガイド

【出演】
トゥーリキ・バートシク
かとう かなこ

各回チケット料金 【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

第1弾 ヨーラン・モンソン・プロジェクト 第2弾 オタヴァ・ヨ

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。

ノスタルジックな秋に出会う
女性デュオの奏

小ホール

2人のメッセージ
動画をチェック！

OPEN 14:30
START 15:00 ポルカ・ドット・アコーディオン

VOICE

Polka dot Accordion
10月6日（土） 

ハガネミュージックにご参加いただいた方からご感想をいただきました♪

10月20日（土）～21日（日）｜小ホール
第27回 しまね映画祭

第4弾
後援：エストニア共和国大使館

©2016 NORDISK FILM
PRODUCTION

©2016 「映画日本刀～刀剣の世界～」
製作委員会

10：30～ 「いただきます　みそをつくるこどもたち」
14：00～ 「カレーライスを一から作る」

10：00～ 「サーミの血」
13：00～ 「日本刀～刀剣の世界～」
14：20～ 「サーミの血」

10月20日（土）

10月21日（日）上映スケジュール

イベントスケジュール2018年9 10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8月3日現在の情報です。

1（土）9
月

10
月

開演 14：00
（開場 13：30）

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

妙晶岳trio山陰ツアー2018

小ホール

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

【一　般】1,300円
【高校生】1,000円
【中学生】　500円
【小学生】　300円

【一般】3,000円
（当日3,500円）
【高校生以下】1,500円
（当日1,700円）

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

【S席】6,000円
【A席】4,000円
【GLチケット】2,000円

【一等席】4,000円（当日4,500円）
【二等席】3,000円（当日3,500円）　
【学生券】2,000円（当日2,500円）

2（日） 小ホール 妙晶岳trio山陰ツアー2018実行委員会
090-4037-0467

中ノ森めぐみコンサート実行委員会
0859-32-6106

安来市美術展実行委員会事務局
0854-23-3039

一般社団法人安来青年会議所
0854-22-3038

全国山城サミット安来大会実行委員会事務局
0854-23-3240

入場無料

入場無料

入場無料

2（日） 開演 10：00
（開場 9：30）

9：00～17：00
（最終日は16：00）

開演 14:00
（開場 13：00）

開演 19：15
（開場 18：30）

開演 10：00
（開場 9：30）

山陰地区 気功・太極拳 表演交流大会 大ホール 安来市太極拳協会事務局
090-6844-2476

8（土）～
13（木）

第12回安来市美術展 展示室
練習室

安来市危険物保安協会
0854-23-3427入場無料小ホール

島根県国民健康保険団体連合会
0852-21-2112

入場無料

8（土） 安来市・国保連合会 健康づくり講演会
お達者落語会 小ホール

島根県オーケストラ連絡協議会
0852-22-9442入場無料

1,500円

入場無料

第23回島根県中学弦楽部合同演奏会

第14回安来市総合文化祭（将棋大会）

安来市小中学校連合音楽会

大ホール

株式会社中国補聴器センター米子店
0859-33-7333

生長の家島根県教化部
0853-22-5331

安来市音楽協会
090-8605-1615（角）

入場無料

入場無料

14（金） 13：30～16：30

9：30～11：30

9：30～11：30

補聴器相談会

生長の家 講習会

会議室1

協和発酵キリン株式会社
0859-22-085113（木） 安来市医師会学術講演会 小ホール

大ホール

大・小ホール

大ホール

十神小学校
0854-22-2010

安来第三中学校
0854-28-8534

入場無料大ホール

入場無料
事前の申込が必要です

入場無料
事前の申込が必要です

16（日）

補聴器の店YONAGO
0859-30-3399

松江公共職業安定所　安来出張所
0854-22-2545

入場無料

入場無料

入場無料

19（水） 補聴器相談会

ハローワーク安来・米子・松江合同企業説明会

会議室1

20（木）

22（土） 開演 14：30
（開場 14：00）

小ホール

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館1周年記念
玉井菜採ヴァイオリンリサイタル　

たつみ会　未来事業部　渡部勇一
090-8066-0712入場無料小ホール17（月） 開演 18：00

（開場 17：30）
2018年度たつみ会講演会
結果につながる体の調整方法

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念
イタリア音楽　GALA　CONCERT

第25回全国山城サミット安来大会

少年の主張 島根県大会

大ホール

青少年育成島根県民会議
0852-22-625527（木） 大ホール

24（月） 開演 10：00
（開場 9：30）

安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101

大ホール安来市総合文化ホール開館一周年記念事業
能と神楽の競演「紅葉狩」30（日） 開演 14：00

（開場 13：30）

開演 10：30
（開場 9：30）

安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101

5（金）
昼の部　開演 13：30
（開場 13：00）
夜の部　開演 17：00
（開場 16：30）

昼の部　開演14:00
（開場 13：00）
夜の部　開演 19：00
（開場 18：00）

三山ひろしコンサート2018　

補聴器相談会

大ホール

5（金） 会議室1 入場無料

6（土） ポルカ・ドット・アコーディオン

第14回安来市総合文化祭（展示部門）

小ホール

安来棋友会　古藤達夫
0854-22-0712

安来市仏教会
0854-22-2151

7（日）

安来市仏教会結成70周年記念法要式典・
第37回文化講演会

安来市危険物保安協会 
創立60周年記念（式典並びに講演）

展示室

7（日）

入場無料

入場無料

8（月） 開演 13：00
（開場 12：00）

開演 10:30
（開場 10：00）

開演 9：30
（開場 9：00）

開演 14：00
（開場 13：30）

開演 15：00
（開場 14：30）

開演 9：30
（開場 9：00）

開演 14：00
（開場 13：30）

21（日）

090-8605-1615（角）
開演 14：30
（開場 14：00） 1,200円なかうみ交響楽団第15回演奏会

OMOIYARI音楽会

大ホール14（日）

一乗寺
0854-37-1354

開演 13：00
（開場 12：00） 入場無料浄土宗出雲教区壇信徒大会 小ホール22（月）

27（土） 安来市立第三中学校 文化祭 大ホール

大ホール

安来市総合文化祭実行委員会事務局
0854-23-3076

12（金）～
15（月）

9：00～17：00
（最終日は16：00）

小ホール
展示室
練習室

入場無料

25（木）

日本棋院安来支部　三島真也
090-1968-329428（日）

28（日）

第14回安来市総合文化祭（囲碁大会） 展示室

18：00～20：30
18：00～21：30
18：00～20：30

18：00～21：30
18：00～20：30 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

グッドラック・プロモーション株式会社
0120-30-8181

株式会社中国補聴器センター米子店
0859-33-7333

練習室
14（金）
19（水）
21（金）

26（水）
28（金）

要月会費
（詳しくはお問合せ
ください）

18：00～21：30
18：00～20：30
18：00～20：30

18：00～20：30
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

3（水）
5（金）
19（金）

26（金）
31（水）

要月会費
（詳しくはお問合せ
ください）

開演 13：00
（開場 12：30）

9：30～16：00

9：00～

【前売】

【当日】

■

■

入場無料

1回券  600円
2回券1,000円

1回券  700円
2回券1,200円

上映スケジュール

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！！

ハガネミュージック
特設サイト


