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2019年

A R T E P I A Fun!

安 来 市 総 合 文 化 ホ ー ル ア ル テピア 情 報 誌

トリオコンサート

2月17日（日）｜小ホール

開場15:00 開演15:30｜全席指定

※未就学児入場不可

既存のジャンルに縛られない自由な表現で高い
人気のポップスヴァイオリニストNAOTOが盟友と奏でるトリオのハーモニー。
チケット好評発売中

チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：129-446）

【お問い合わせ】 キャンディプロモーション／082-249-8334

PICK
UP
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イープラス http://eplus.jp
安来市総合文化ホール アルテピア 0854-21-0101

S Y M P H O N Y

NAOTO トリオコンサート
氣志團現象Ⅴ

Event Schedule

2019年1月／2月 イベントスケジュール

【お申込み・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

フリーマーケット方式で販売する一箱絵本市をはじめ、しまねっこの作者 ふじかわ先生といっしょに
お絵かきできるコーナーやかげ絵劇、絵本の読み聞かせなど楽しい企画をご用意します！

夏井いつき句会ライブ

「暴走元年〜今日から俺たちは!!〜」

【お申込み締切り】
2月3日（日）※先着順。定数に達し次第、受付を終了します。

こどもから大人まで楽しめる！
絵本をテーマにしたあそび場『一箱絵本市』開催！

O R C H E S T R A

あるてぴあ 一箱絵本市

段ボール箱ひとつ分の絵本を販売いただけます。
お家で不要になった絵本を新たなお子さまに
お引継ぎください〜♪

入場
無料

10:00〜12:30

PICK
UP

O S A K A

安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

2月11日（月・祝）｜展示室

Take Free

ふしぎな科学展

絵本出店者大募集！

2019年

Jan-Feb
2019

Event Information

【一般】前売 5,800円／当日 6,300円

【プレイガイド 】ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：61559）
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3 氣志團現象Ⅴ

「暴走元年〜今日から俺たちは!!〜」

2019年

5月26日（日）｜大ホール

開場17:00 開演17:30｜全席指定

※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可

パートナーズクラブ会員先行販売（お一人様4枚まで／先着順）
■ 販売期間／2019年1月12（土）10:00〜20日（日）19：00
■ 会員価格・一般前売価格同料金／【後輩席】6,969円［※ムックムク料金（税込）
・11列目以降］
※アルテピア総合受付でのみ発売いたします。

■ 一般発売日／2月2日（土）10：00〜（お一人様4枚まで／先着順）
【プレイガイド 】ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：69011）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：136-224）

13：30〜17：00
（開場 13：00）

イープラス http://eplus.jp
安来市総合文化ホール アルテピア 0854-21-0101

【お問い合わせ】 YUMEBANCHI 夢番地（岡山）／086-231-3531（平日11：00〜19：00）

安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

荒島 松江方面から
八幡宮
ファミリーマート

荒島駅
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山陰 本 線

FAX：0854-21-0250

180

入会金・会費 無料

川

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

45

伯太川

川

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

米子方面から
舶来屋

安来IC

吉田

HP：http://www.artepia.jp

9

安来市給食センター

飯梨

Eメール：arte@artepia.jp

TEL：0854-21-0101

安来駅

安来市総合文化ホール
アルテピア

至松江 安来市立
第三中学校

〒692-0014 島根県安来市飯島町70番地

安来市役所

至広瀬

山陰道
257

至米子
至伯太

【アルテピアパートナーズクラブ】メンバー募集中！

アルテピアファン！ 2019.1-2月号

編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア

発行日：2019年1月1日

Ⓒ無断転載・複製を禁ず

©飯島隆

2019

1 2
開催日

2019年

指揮者

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466 （ソリスト/林澄子）
交響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

1

オーラ・ルードナー

月

ドヴォルザーク

【一般】前売 S席5,000円 A席4,000円 【学生】前売 S席3,000円 A席2,000円
※当日券は前売券の500円増です。 ※学生券はアルテピア総合案内でのみ販売いたします。
※学生券の対象は、大学･専門学生以下です。
【ご購入の際は学生証（生徒手帳）等をご提示ください】
※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。
管弦楽

大阪交響楽団

【プレイガイド 】 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、アルテプラザ（米子天満屋4階）、
米子市文化ホール、TSUTAYA角盤町店、アクティブ・プロ

【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

3（木）

開演 12：00
（開場 11:00）

9（水）

会場

演劇・舞踊
料金（税込）

ソリスト/ピアノ
©飯島隆

林 澄子

【出演者】 指揮者：オーラ・ルードナー
管弦楽：大阪交響楽団
ソリスト：林澄子（ピアノ）

10:00〜17:00（最終入場16:30）｜ 休館日 1/29（火）
・2/5（火）

■ 一般前売発売日／12月22日（土）10:00〜
【おとな（高校生以上）】前売600円 当日700円 【こども（3歳以上）】前売400円 当日500円

※3歳未満無料

※こども券をご購入の方は、当日入場されるご本人の身分証明書等をご提示して頂く場合があります。

【プレイガイド 】 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、アルテプラザ（米子天満屋4階）、
米子市文化ホール、TSUTAYA角盤町店、アクティブ・プロ

【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

2

月

なんで？どうして？科学のふしぎがいっぱい！
目を凝らしても、手を伸ばしても謎は深まるばかり。
トリック満載の世界！

講演・その他

お問い合わせ

入場無料

安来市地域振興課
0854 -23 -3071

（ 入場となります ）

9：00〜11：50

補聴器相談会

会議室2

入場無料

補聴器の店YONAGO
0859 -30 -3399

11（金）

9：30〜11：30

補聴器相談会

会議室1

入場無料

株式会社中国補聴器センター米子店
0859 -33 -7333

12（土）

13：30〜16：00
（開場 12：30）

福祉と医療を考える市民の集い

小ホール

入場無料

安来地域介護保険サービス事業者連絡会
0854 -22- 0500

13（日）

10：00〜11：00
（開場 9：00）

平成31年 安来市消防出初式

大ホール

（ 入場となります ）

14（月）

開演 17：00
（開場 16:30）

大ホール

5,800円

安来市総合文化ホールアルテピア
0854 -21- 0101

17（木）

開演 18：00
（開場 17:30）

県政報告大集会

大ホール

入場無料

安来市労働組合協議会
0854 -22-3127

20（日）

開演 13:30
（開場 12:30）

開運なんでも鑑定団
〜出張！なんでも鑑定団in安来〜

大ホール

『ORANGE RANGE』
LIVE TOUR 018 - 019 〜ELEVEN PIECE〜

24
（木）
〜 10：00〜19：00
（最終日は〜17：00）
26（土）

エスアンドエス展示会

26
（土）
〜 10：00〜17：00
2/11
（月）（最終入場16：30）

ふしぎな科学展

1（金）18：00〜21：30
6（水）18：00〜21：30
13（水）18：00〜21：30
15（金）18：00〜21：30

1月26日（土）〜2月11日（月・祝）｜小ホール

展示

大ホール

関係者のみの

6（水）

9：30〜11：30

9（土）

23（水）18：00〜21：30
25（金）18：00〜21：30
30（水）18：00〜21：30

さくらSSC スポーツ教室

入場無料

安来市消防本部
0854 -22- 0119

関係者のみの

（

入場無料
事前に観覧者
募集済です

安来市文化スポーツ振興課
0854 -23 -3039

）

株式会社 S&S
0854 -23 -1134

展示室
会議室

入場無料

小ホール

【おとな（高校生以上）】前売600円
【こども（ 3 歳 以 上 ）】前売400円

練習室

補聴器相談会

会議室1

開演 16：00
（開場 15：30）

大阪交響楽団 特別公演

大ホール

10（日）

13：00〜17：00
（開場 12：00）

平成30年度 安来市地域ケア推進会議

大ホール

11（月）

10：00〜12：30

あるてぴあ 一箱絵本市

13（水）

9：00〜11：50

補聴器相談会

16（土）

10：00〜18：00

東洋羽毛上得意様限定展示会

17（日）

開演 15：30
（開場 15：00）

24（日）
27（水）

ふしぎな科学展
2019年

コンサート

催し物

※未就学児入場不可

「魂の叫び」
「 情熱の音」と評される大阪交響楽団。
聴く人を“熱く”感動させる演奏をお聞き逃しなく！
【曲目】モーツァルト

イベントスケジュー ル
時間

平成31年 安来市成人式

2月9日（土）｜大ホール

開場15:30 開演16:00｜全席指定

Event Schedule

要月会費

さくら総合スポーツクラブ
0854 -23 -1923

入場無料

株式会社中国補聴器センター米子店
0859 -33 -7333

（詳しくはお問合せください）

【S席】前売5,000円
【A席】前売4,000円
（学生割引料金有り）

（

安来市総合文化ホールアルテピア
0854 -21- 0101

入場無料
関係者のみの入場と
なります

）

安来市総合文化ホールアルテピア
0854 -21- 0101
安来市介護保険課
0854 -23 -3290

展示室

入場無料

安来市総合文化ホールアルテピア
0854 -21- 0101

会議室2

入場無料

補聴器の店YONAGO
0859 -30 -3399

展示室

入場無料

東洋羽毛中四国販売株式会社
083 -941-3001

NAOTO トリオコンサート

小ホール

5,800円

安来市総合文化ホールアルテピア
0854 -21- 0101

13：30〜17：00
（開場 13：00）

お見合い型イベント「本気の幸せマッチング」

小ホール

3,000円

安来市定住推進課
0854 -23 -3179

13：30〜16：00
（開場 13：00）

認知症講演会

小ホール

入場無料

安来市地域包括支援センター
0854 -32-9110

1（金）18：00〜21：30
6（水）18：00〜21：30
13（水）18：00〜21：30
15（金）18：00〜21：30

20（水）18：00〜21：30
22（金）18：00〜21：30
27（水）18：00〜21：30

さくらSSC スポーツ教室

練習室

（事前の申込が必要です）

（ 入場となります ）
関係者のみの

要月会費

（詳しくはお問合せください）

さくら総合スポーツクラブ
0854 -23 -1923

※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12月8日現在の情報です。

夏井いつき句会ライブ
2019年

4月5日（金）｜大ホール｜ 開場18:00 開演18:30 ｜全席指定

きっとあなたも俳句が好きになる。
大人気！テレビ番組でおなじみあの“辛口先生”がやってくる!!

パートナーズクラブ
会員先行販売

※未就学児入場不可

■ 販売期間／2019年1月5日（土）10：00〜19日（土）19：00
■【大人】2,200円 【高校生以下】1,200円

会員 特割

■ 一般前売発売日／1月20日（日）10:00〜

※当日券は前売券の300円増です。 ※大人券の対象は、18歳以上（高校生は除く）です。
※高校生以下の券をご購入の方は、当日入場されるご本人の身分証明書等をご提示して頂く場合があります。

【プレイガイド 】 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、米子市文化ホール、TSUTAYA角盤町店、アクティブ・プロ

【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

アルテピアのオリジナル企画

「HAGANE MUSIC2019」来春始動！
！
2019年度も「あつまれ！ハガネの魂」を合言葉に各国の

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。 ※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。
※大人券の対象は、18歳以上（高校生は除く）です。
※高校生以下の券をご購入の方は、当日入場されるご本人の身分証明書等をご提示して頂く場合があります。

【大人】前売2,500円 【高校生以下】前売1,500円

1

伝 統 音 楽の 発 信を行います。今 年度に引き続きここで

過去（2018年度）の

しか聴けない選りすぐりのアーティストの公演を1年に

ラインナップは

4回開催予定。ご期待ください！！

こちらから

（詳細はアルテピアホームページで発表いたします）

2

サポート会員＆ナビゲート会員様へ

「アルテピアパートナーズクラブ」の
会員特典が増えました！
10ポイント貯まると、アルテピア喫茶コーナーでコーヒー・紅茶など250円
相当のドリンク1杯と引き換えができるドリンク券を2枚進呈いたします。

Support
サポート会員

