
http://www.artepia.jp アルテピア 検索 スマホ・タブレット・PCで！

アルテピア公式ホームページ
開催イベントなど最新情報をチェック！WEB

SupportSupport
サポート会員

NavigateNavigate
ナビゲート会員

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.4
3-4 2018

TAKE FREE

アルテピア施設紹介

2018年3月／4月 イベントスケジュール

「アルテピアパートナーズクラブ」メンバー募集中！

三喬改メ 七代目笑福亭松喬 襲名披露公演

おかげさん―相田みつを展

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour ���� “二人旅”
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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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NHKアニソンフェスティバルin安来

1月21日（日）開催

ささきいさお、山野さと子、深見梨加といった第一線で活躍中のアニ

ソン歌手や声優たちを招き、懐かしのアニソンから今話題のアニソン

まで歌ありトークありの楽しいステージショーが開催されました！

アルテピアで初の開催となるアニソンのイベントに、当日は大勢の方

が市内外から集いました。ドラえもん、マジンガーＺから始まり、安来

にちなんで安来節の披露もありました。 お子様から大人まで、馴染み

の深い曲で盛り上がりました！

Event Report

スマイルコンサート in やすぎ 2018

1月28日（日）開催

陸上自衛隊の音楽隊による演奏会「スマイルコンサートinやすぎ2018」

が大ホールにて開催されました。プログラムは三部構成で、地元安来市

の情報科学高校、安来高校による単独演奏のほか、陸上自衛隊中部方

面音楽隊による単独演奏、そして高校2校と自衛隊音楽隊の合同演奏

で締めくくられました。アンコールには「エビカニクス 安来Ver.」で、自

衛隊と高校生がエビとカニの手を付けて踊り、来られた皆様も楽しま

れていました。高校生の皆さんにとっても、自衛隊の音楽隊と一緒の舞

台で演奏できたことは貴重な思い出となったようです。

当日、立ち見やホワイエで鑑賞されたお客様、ご鑑賞いただけなかった

お客様には誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

アルテピア窓口（総合案内／9:00～19:00）　ＴＥＬ：0854-21-0101入会お申込み・お問い合わせ

「アルテピアパートナーズクラブ」
メンバー募集中！

安来市総合文化ホールは、市民の皆様が質の高い芸術文化を楽しむことができ、様々な活動を通じて心豊かな生活を送

り、大勢の方に訪れていただける文化芸術活動の「Exchange Fun Base」（楽しめる交流拠点）を目指しています。

地域を愛し、芸術文化を愛する皆様と共に、文化を活かした街づくり、人づくりに一緒に取り組んでいくことを目的とし、安

来市総合文化ホールアルテピア・パートナーズクラブ会員制度を発足します。

有効期間：入会時から2021年3月31日まで

特　　典：●ポイントカード付きの会員証を発行。
●入場料金が3,001円以上の公演にご来場いただくごとに3ポイント進呈。
●入場料金が3,000円以下の公演にご来場いただくごとに1ポイント進呈。
●10ポイント貯まると主催公演のチケット代やアルテピアの施設利用料に使用できる
　500円分のクーポン券か安来市イエローバスの回数券を進呈。

安来市及びアルテピアが主催する公演にご来場いただき、鑑賞することで支援いただく会員。

有効期間：入会時から2021年3月31日まで

特　　典：●ポイントカード付きの会員証を発行。
●スタッフとして支援いただくごとに5～10ポイント進呈。（支援内容によってポイントが異なります）
●10ポイント貯まると主催公演のチケット代やアルテピアの施設利用料に使用できる
　500円分のクーポン券か安来市イエローバスの回数券を進呈。

安来市及びアルテピアが主催する公演で裏方、チケットもぎり、会場整理など、スタッフとして
支援いただく会員。



3月3日（土）～3月18日（日）｜展示室

コンサート

おかげさん―相田みつを展

三喬改メ七代目笑福亭松喬
襲名披露公演

イベント
スケジュール

今回の展覧会では、「にんげんだもの」や今展のテーマである「おかげさん」など、相田みつをの
代表作をはじめ愛用品など約40点を公開。相田みつをの世界をごゆっくりご堪能下さい。

七代目笑福亭松喬の襲名披露公演！桂南光、笑福亭鶴瓶、林家正蔵…と、
豪華出演者ぞろいのこの公演は見逃せません！

EVENT SCHEDULE

演劇・舞踊 展示 講演・その他

アルテピア以外のプレイガイドにつきましては総合案内までお問い合わせください。

※料金は全て税込みで表示しております。

※料金は全て税込みで表示しております。※料金は全て税込みで表示しております。

各公演チケットの
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（9：00～19：00／火曜休館）T ICKE
T

Pick Up Event 1

2Pick Up Event

3Pick Up Event

3月31日（土）｜大ホール｜指定席

桂南光

笑福亭鶴瓶

笑福亭松喬林家正蔵

■ 開場時間／10：00～17：00（最終入場16：30まで）（火曜日休館）
■ 観覧料／［前売］700円 ［当日800円］　高校生以下無料

◎講演会の入場チケットをお持ちの方は、当日券（800円）を前売券料金（700円）でご購入いただけます。

［入場無料］

3月17日（土） 小ホール
島根大学教育学部 音楽教育専攻
第3回 シャノン打楽器コンサート

［入場無料］
（島根大学教育学部 0852-32-6359）

14：00～16：00（開場13：30）

3月18日（日） 大ホール

安来高校吹奏楽部
第34回定期演奏会

［入場無料］
（安来高校吹奏楽部 0854-22-2840）

18：30～20：30（開場18：00）

3月18日（日） 小ホール
劇団はぐるま座
「動けば雷電の如く」安来公演

入場料3,500円
（劇団はぐるま座 083-254-0516）

13：30～16：00（開場13：00）

3月31日（土） 大ホール
三喬改メ
七代目笑福亭松喬 襲名披露公演

（安来市総合文化ホールアルテピア 0854-21-0101）

14：00～15：30（開場13：30）

4月15日（日） 大ホール

ひたちやすぎ吹奏楽団
第30回定期演奏会

［入場無料］
（ひたちやすぎ吹奏楽団 080-4262-7997）

14：00～15：30（開場13：30）

3月24日（土） 小ホール
アルテピア開館記念 

グルーヴィンラボ定期演奏会

［入場無料］
（グルーヴィンラボ 0852-23-4623）

14：00～16：00（開場13：30）

3月25日（日） 大ホール
NHKわんわんとあそぼうショー

［入場無料］
（安来市総合文化ホール アルテピア 0854-21-0101）

【午前の部】11：00～11：30（開場10：30）
【午後の部】14：00～14：30（開場13：30）

3月25日（日） 小ホール
ピアノ発表会

［入場無料］
（中田育子 0854-28-8723）

13：00～15：30（開場12：30）

2月28日（水）～3月12日（月） 市民ギャラリー
火災予防習字コンクール

［入場無料］
（安来市消防本部予防課 0854-23-3426）

9：00～19：00

4月7日（土）～22日（日） 市民ギャラリー
貼り絵（松浦忠司氏作）

（社会福祉法人みどり福祉会 ぎば工房ひろせ 0854-32-2505）

9：00～19：00

3月3日（土）～18日（日） 展示室
おかげさん―相田みつを展

（安来市総合文化ホール アルテピア 0854-21-0101）

10：00～17：00（最終入場～16：30）
前売700円 当日800円 高校生以下無料

3月11日（日） 大ホール

新春チャリティー演歌の集い

（新春チャリティー演歌の集い実行委員会 090-7373-5235）

10：30～19：00（開場10：00）

3月3日（土） 小ホール
第7回自主防災活動研修大会

［入場無料］
（安来市地域振興課 0854-23-3067）

10：00～11：30（開場9：00）
4月15日（日） 小ホール
安来市医師会 公開セミナー

［入場無料］

［入場無料］

（安来市在宅医療支援センター 0854-37-1511）

14：00～16：30（開場13：00）

4月22日（日） 小ホール

映画「校庭に東風吹いて」
上映会

入場料1,000～1,200円（予定）
（新日本婦人の会安来支部 0854-22-3834）

時間未定

4月27日（金）～29日（日） 小ホール

にこにこわくわく
皆で楽しむキルト展

［入場無料］
（キルトボックス　0854-22-3783）

9：00～17：00（最終日～16：00）

3月11日（日） 小ホール
清吟堂吟友会安来ブロック創立30周年
剣詩舞部25周年記念大会

［入場無料］
（清吟堂吟友会 0854-22-3333）

※事前申込が必要（申込締切 2月20日）

13：00～16：30（開場12：00）

3月4日（日） 大ホール
相田みつを美術館 館長
相田一人氏講演会

入場料800円
（NPO法人 青少年サポートの会 0854-22-0850）

10：00～11：55（開場9：00）

3月4日（日） 小ホール

山陰のまんなかで手をつなごう
～音・食・農を体感しよう～

アルテピア開館記念 

アルテピア開館記念 

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念 

安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念 

祝 安来市総合文化ホール「アルテピア」開館 

アルテピア開館記念 

入場料1,000円
（NPO法人眞知子農園 0854-22-6460）

10：00～16：00（開場9：00）

■ 前売／［S席］6,000円 ［A席］5,000円

14：00開演（13：30開場）

※当日券は前売券の500円増しとなります。 
※前売券完売の場合は当日券の発売はありません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2018 “二人旅”

人間の声にもっとも近い音色と言われるチェロを変幻自
在に操る柏木広樹、そしてピアニストでありシンガーソン
グライターでもある光田健一によるデュオ・ユニット“二
人旅”。ハッピーオーラ溢れる二人の音楽を、ぜひお聴き
ください！

4月21日（土）｜小ホール｜全席自由

パートナーズクラブ会員先行販売

■ 一般前売発売日／3月10日（土） 10:00～
■ 前売（整理番号付）／［大人］5,000円　［高校生以下］3,000円 プレイ

ガイド

ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：62788）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：106-776）
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

■ 販売期間／2月21日（水）～3月3日（土） 10:00～19:00
■ 会員特別価格（整理番号付）／［大人］4,000円　［高校生以下］2,000円

◎その他柏木＆光田ファンクラブ、公式HPなどでも先行販売がございます。

開場17：00／開演17：30（公演時間 約2時間）

※当日券は一般前売券の500円増しとなります。※前売券完売の場合は当日券の発売はありません。
※3歳未満入場不可。※未就学児の膝上鑑賞可。座席が必要な場合はチケットが必要です。

※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。

コンサート

2018年

3月
イベント
スケジュール

2018年

4月
EVENT SCHEDULE

演劇・舞踊 展示 講演・その他

相田みつを美術館館長

相田 一人氏
来館イベント開催

＜ギャラリートーク＞
■日時：3月3日（土） 11：00～／14：00～（各回約20分）
■会場：展示室内　■参加費：無料

＜講演会＞
■3月4日（日）10：00～11：55（開場9：00）
■会場：大ホール　■入場料：800円
■主催：NPO法人 青少年サポートの会（0854-22-0850）

※展覧会観覧券が必要になります

息子の目から見た作品の背景やエピソードをお話いたします。

※展覧会の観覧券ではご入場いただけません

アルテピアの展示室と会議室は、多様なニーズに合わ

せられる実用的な間仕切りを導入。間仕切りを外して

自由につなげることができ、１つの大部屋として、90

人規模の会議や多数展示も可能なギャラリーとして

活用していただけます。

1つの大部屋にアレンジ可能。

大規模な会議や展示にも対応しています！ ↑会議用90人

展示用→

可動式展示パネルで
自由にレイアウトを
組めます。


