
※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。
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2022年3月／4月 イベントスケジュール

Event  Schedule

イベントスケジュール2022 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

※2022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

大ホール民謡魂 ふるさとの唄 安来市
0854-23-3075

安来市地域包括支援センター
0854-32-9110

入場無料
（事前申込が必要）

【前売券】
一般 6,600円12（土）

6（日）

夢番地(岡山)
086-231-3531

きゃりーぱみゅぱみゅ
10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 大ホール開演 18：00

（開場 17：00）

開演 18：00
（開場 17：00）

24（日） 【前売券】
一般 3,000円

開演 14：00
（開場 13：00）

開演 13：00
（開場 12：30）

桂吉弥後援会事務局
090-3375-3629(金山)桂吉弥落語会 大ホール4

月

30（土） 安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-0101

HAGANE MUSIC 2022 第一弾
サキタハヂメ ミュージカルソーコンサート 小ホール開演 14：00

（開場 13：30）

小ホール令和3年度 安来市地域ケア推進会議 入場無料
（関係者のみ入場可）12（土） 開演 13：00

（開場 12：00）

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9回 山陰バレエコンクール 入場無料
（関係者のみ入場可）10（日）

※2023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。

アルテピア開館5周年記念事業

開催決定！
野村万作・萬斎 狂言公演

Event Information

広島交響楽団 第29回島根定期演奏会

スマイルコンサートinやすぎ 2022
「航空中央音楽隊」
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アルテピア開館5周年記念事業 開催決定！

HAGANE MUSIC 2022 ラインナップ発表！

HAGANE MUSIC 2022 第一弾

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年
指定管理者：有限会社アクティブ・プロ創業70周年

サキタハヂメ
ミュージカルソーコンサート

今年で5年目を迎えるHAGANE MUSIC。 2018年から民俗
音楽、伝統音楽を世界に発信するべく活動する国内外の
アーティストをハガネの街・安来に招聘すること計10組！
そして、毎回開催を楽しみにしていただいている皆様、誠に
ありがとうございます。 今年もHAGANE MUSICでしか
体験できない音楽との出会いをお届けします。 音楽と伝統
の融合を目指し、このハガネミュージックでしか出会えない
コンサートをお楽しみください。

2022

ハガネミュージック
ラインナップ発表！

NEWS

NEWS

心揺さぶられる力強い歌声、
現代と伝統が融合した圧巻のステージ！

チケット販売開始は3月中旬を予定。
詳しくは、アルテピアホームページにて発表いたします。開催日：

緻密なハーモニーとダイナミックな演奏で
聴く人を魅了する！

詳細が決定次第アルテピアホームページにて公開

9月23日（金・祝）

12月17日（土）予定

7月9日（土）

6月2日（木）

PAN NOTE MAGIC
（パンノートマジック）

COMMING SOON・・・

Tautumeitas
（タウトゥメイタス）

日本×トリニダード・トバゴ共和国

14:00開演

ラトビア

第三弾

第四弾

第二弾

【前売券】
一般 3,000円
学生 1,500円

14:00開演



4月30日（土）｜小ホール

（子ども鑑賞支援制度）

■ 販売期間：2月27日（日）～4月24日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

※3歳未満入場不可

HAGANE MUSIC 2022 チケット料金

※アルテピア総合案内のみで販売いたします。 ※予定枚数に達し次第販売終了いたします。　　

■ 販売期間：2月27日（日）より販売開始一般販売

■ 販売期間：3月12日（土）より販売開始一般販売

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。

■ 販売期間：3月5日（土）～5月15日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典

チケット料金

※アルテピア総合案内のみで販売いたします。 ※予定枚数に達し次第販売終了いたします。　　

※会員割引なし　

前売・当日共通
一　般
学　生

3,800円
1,500円

3,300円
パートナーズクラブ会員

※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。
※学生券の対象は小学生以上、25歳以下の学生。
当日入場時に年齢の分かる身分証明証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。

※当選ハガキ1枚で2名様入場可能です。
※消せるボールペンの使用はご遠慮ください。
※インターネットオークションなどでの転売を目的とした申込は固くお断りいたします。
売買を目的とした申込であることが判明した場合は抽選対象外とさせていただきます。
※「返信用裏面」には何も記入せず、白紙のままお送りください。

5月22日（日）｜大ホール
開場13:45 開演14:30｜全席指定

開場13:30 開演14:00｜全席自由

広島交響楽団
第29回島根定期演奏会

広島を拠点に国内外で活躍するプロオーケストラ・広島交響楽団がアル
テピアで初公演を行います！ 出演は、国内外のオーケストラで名演を
残し、2017年に紫綬褒章も受賞した名指揮者・沼尻 竜典（ぬまじり りゅ
うすけ）と、伝統あるジュネーヴ国際コンクールピアノ部門にて日本人初
優勝を果たしたピアニスト・萩原 麻未（はぎわら まみ）。 夢の共演で奏
でるのは、モーツァルト作曲で「パリ」の愛称を持つ交響曲第31番と、ラ
ヴェルのピアノ協奏曲、マザーグースを題材に作曲したバレエ音楽「マ・
メール・ロワ」です。
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広島交響楽団が贈る
モーツァルトとラヴェルの名曲

5月7日（土）｜大ホール
開場13:00 開演14:00｜全席指定

スマイルコンサートinやすぎ 2022 「航空中央音楽隊」

大人気、航空中央音楽隊がアルテピアに登場！
クラシックから行進曲、ポップスまでみんなで楽しめるおなじみ
の名曲を演奏します。

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。

※未就学児入場不可

※未就学児入場可サキタハヂメ
ミュージカルソーコンサート

プレイベント開催決定！

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年
指定管理者：有限会社アクティブ・プロ創業70周年

【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

出演

入場無料

ミュージカルソー
ピアノ
パーカッション

：サキタハヂメ
：山下 憲治（やました けんじ）
：池田 安友子（いけだ あゆこ）

プログラム

光のさす方へ
朝ドラ「おちょやん」メドレー
剣の舞
翼～Steel Fantasy～ ほか

サキタハヂメ／プロフィール

プログラム
モーツァルト
ラヴェル

：交響曲第31番ニ長調K.297「パリ」
：ピアノ協奏曲ト長調
　バレエ音楽「マ・メール・ロワ」

出演
指揮
ピアノ
演奏

：沼尻 竜典（ぬまじり りゅうすけ）
：萩原 麻未（はぎわら まみ）
：広島交響楽団

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、5月14日（土）までに感想（200字以上（要相談）、
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
2022年2月27日（日）～2022年4月24日（日）まで

日にち：
場　所：
出　演：

4月29日（金・祝）
和鋼博物館　映像ホール
サキタハヂメ ほか

2018年にHAGANE MUSICがはじまり、今年で5年目を迎えまし
た！ 2022年度の第一弾を飾るアーティストは、ミュージカルソー
（のこぎり音楽）奏者として世界大会で2度も優勝を果たし、作曲家
としても活躍するサキタハヂメ。
滅多に耳にする機会のないミュージカルソーの音色…。実は見た
目と裏腹にとてもやさしく、自然の中に溶け込むような繊細な音を
奏でます。サキタハヂメの世界一に輝いた巧みな演奏技術と、心
に直接語りかけるようなミュージカルソーの調べをぜひアルテピ
アでご体感ください。

HAGANE MUSIC 2022
SHIMANE YASUGI

第一弾

ミュージカルソー（のこぎり音楽）に魅せられ1991年から独学で演奏を開
始。ミュージカルソーの世界大会で2度の優勝を果たす。 作曲家としては
NHK朝の連続テレビ小説「おちょやん」の劇中音楽やテレビ番組・映画・
舞台・CM等、多数の音楽作品を世に送り出している。既存の音楽家の枠を
超えた新たな音楽表現を模索し、積極的に演奏活動を行っている。

広島交響楽団／プロフィール
広島を拠点に、”Music for Peace ～音楽で平和を ”を掲げて活動す
るプロオーケストラ。学校での音楽鑑賞教室や社会貢献活動にも積
極的に取り組み、地域に根差した楽団として「広響」の愛称で親しま
れている。

サキタハヂメがハガネの博物館、「和鋼博物館」で出張公演を開催
します！ 入場無料でどなたでもお入りいただけますので、ぜひ不
思議な楽器・ミュージカルソーの音色を生でお楽しみください。

ハガネを奏で続けて30年。ついにこんな
嬉しいプロジェクトに呼んで頂きました。
ハガネミュージックって！！
しなやかで強く、伸びやかで優しく、かろ
やかに楽しい。そんなハガネの魅力が満載、
サキタハヂメのミュージカルソーの音楽を
お届けします。お楽しみに！

Go to アルテピア

ミュージカルソー奏者　サキタハヂメ

©Marco Borggreve

入場
無料 申込締切：3月23日（水）必着

※応募多数の場合、抽選の上、当選・落選の結果を3月末頃発送予定。

【お問い合わせ】安来市 市民生活部 文化スポーツ振興課／0854-23-3075
安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

入場無料ですが、入場券が必要です。
入場券は往復はがきに必要事項をご記入の上、ご応募ください。
座席は入場整理券で事前に指定いたします。

〈往信用表面〉 〈返信用裏面〉
692- 8686

何も書かないで
ください。

〈返信用表面〉 〈往信用裏面〉

ご自分の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

ご自分の
①郵便番号
②住所
③名前

※当選、落選の結果を
　記載して返信します。
　当選の場合は
　座席番号も記載。

安来市役所
文化スポーツ振興課
「スマイルコンサート」
観覧係

往信 返信

（入場整理券にて事前指定）


