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開催日

月

7

月
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イベントスケジュー ル
時間

コンサート

催し物

5（金）

開演 13：30
（開場 13：00）

6（土）

開演 18：30
（開場 18：00）

15（月・祝）

開演 14：30
（開場 14：00）

19（金）
〜
22（月）

第69回〝社会を明るくする運動" 令和元年度
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」安来市推進大会

演劇・舞踊

会場

展示

料金（税込）

講演・その他

お問い合わせ

小ホール

入場無料

安来市健康福祉部 福祉課
0854 -23 -3211

アルテピアプレミアムカフェvol.3

小ホール

入場無料

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

安来バンドフェスティバル

大ホール

入場無料

島根県吹奏楽連盟安来支部
0854 -22-2840

開場 10：00
閉場 18：00

平山郁夫作品展

没後10年特別企画「東日本大震災子ども支援チャリティー」

展示室
会議室1

入場無料

株式会社 ほるぷエーアンドアイ
072- 805 - 0595

19（金）

開始 9：30
終了 11：30

新日本補聴器センター 補聴器相談会

会議室2

入場無料

新日本補聴器センター 米子店
0859 -33 -1332

20（土）
〜
21（日）

開始 13：00
終了 17：00

日産部品山陰販売株式会社 機械工具展示会

小ホール

21（日）

開始 13：00
終了 17：00

富田会 練習会

24（水）

開演 10：30
（開場 10：00）

島根県のトップアーティストたちによる 音楽の試食会

入場無料

日産部品山陰販売株式会社
0852-52-9001

入場無料

五代目 富田 徳之助
0858 -73 - 0681

入場無料

安来市人権施策推進課
0854 -23 -3095

（関係者のみの入場可）

練習室

（関係者のみの入場可）

島根県同和教育推進協議会連合会研究集会
松江ブロック研究集会

小ホール

一粒万倍 スサノオイベントinやすぎ

小ホール

（関係者のみの入場可）

4（日）

開始 10：00
終了 16：00

4（日）

開演 14：30
（開場 14：00）

アルテピアプレミアムカフェ スペシャルコンサート
西川秀人と仲間たち

【一
般】前売3,500円
大ホール 【高校生以下】前売1,000円
【一 般 ペ ア】前売6,000円

7（水）

開演 14：00
（開場 13：30）

安来市 学人同協 夏季研修会

大ホール

10（土）
〜
11（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

PMS FESTIVAL IN YONAGO VOL.32

大ホール

10（土）

開始 13：00
終了 17：00

富田会 練習会

入場無料

（関係者のみの入場可）

Take Free

第2 弾

&

Jacopo Bettarello

パンノートマジック ＆ ヤコポ・ベッタレッロ

安来音楽協会
090 - 8605 -1615（ 角）
安来市学校人権・同和教育推進連絡協議会
（安来市立南小学校）0854 -22-2807

【入場料】600円
入場無料

練習室

Jul-Aug
2019

PAN NOTE MAGIC

岩本和子
050 -1295 - 4267

入場無料

12

VOL .

今夏を彩る、ハガネ の共演

（関係者のみの入場可）

有限会社 米子楽器社
0859 -33 - 8881
五代目 富田 徳之助
0858 -73 - 0681

15（木）
〜
17（土）

開演 9：00
（開場 8：00）

安来節全国優勝大会

大ホール

【入場料】1,000円

18（日）

開演 17：30
（開場 17：10）

第9回 眞家利恵
ヴァイオリン・ヴィオラ音楽教室 発表会

小ホール

入場無料

眞家利恵 ヴァイオリン・ヴィオラ音楽教室
090 - 6405 - 8274

25（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

安来支部 支部大会

小ホール

入場無料

立正佼成会 松江教会
0852-22-2900

25（日）

①開演
（開場
②開演
（開場

恐竜どうぶつ園 2019 〜Erth's Dinosaur Zoo〜

大ホール

【前売】3,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

31（土）

開演 14：30
（開場 14：00）

パンノートマジック＆ ヤコポ・ベッタレッロ

小ホール

【一般】前売2,500円
【学生】前売1,500円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

13：00
12：30）
15：30
15：00）

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

Event Schedule

安来節保存会
0854 -28 -9988

※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。※2019年6月8日現在。

レポート掲示板
あるてぴあイベント

DATE

2019年5月18日（土）／大ホール

ステージができるまでの
過程が詳しく分かって、
コンサートの楽しみが
広がりました。

音響が良いという話は
聞いていましたが、
今回のツアーで
実感できました。

Event Information

アルテピアでは第2回目となるツアー。今回は初の音響反射板の設営体験とそれを使った
点でお楽しみいただけたのではないかと思います。

ツアーに参加してくださった皆様、またミニコンサートに出演していただいた皆様、誠にあ
りがとうございました。今後も様々な あるてぴあ企画 を考えていきたいと思いますの
で、乞うご期待ください！
（担当：うちだ）

ファミリーマート

9

180

至広瀬

至米子
至伯太

編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア

発行日：2019年7月1日

Ⓒ無断転載・複製を禁ず

2019年7月／8月 イベントスケジュール
あるてぴあイベントレポート掲示板

257

【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！ 2019.7-8月号

米子方面から

山陰道

伯太川

川

入会金・会費 無料

45

DRUM TAO 2019 「ザ・ドラマーズ」

9

舶来屋
安来IC

吉田

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。
※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

安来駅

安来市総合文化ホール
アルテピア

安来市給食センター

アルテピア

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

Vol.3 & スペシャルコンサート

安来市役所

山陰 本 線

飯梨

Eメール：arte@artepia.jp

TEL：０８５４-２１-０１０１ FAX：０８５４-２１-０２５０

恐竜どうぶつ園 2019
アルテピアプレミアムカフェ

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

パンノートマジック ＆ ヤコポ・ベッタレッロ

〜Erth s Dinosaur Zoo〜

荒島 松江方面から
八幡宮
荒島駅

PAN NOTE MAGIC
& Jacopo Bettarello

奏でる
ルパンが
ド
スティー ピカルサウン
ロ
癒しのト
進する
世界で躍
発︑
イタリア シンガー
ト
ストリー

ミニコンサートを開催しました！設営体験後のコンサートという事で、普段とは異なる視

HAGANE MUSICシリーズ 第2弾

Jacopo
Bettarello

安来音楽協会との共同企画
今年も開催！ 集まれワールドミュージック！

第

アルテピア
プレミアムカフェ Vol.3

2弾

世界初!? こんな組み合わせ二度とない!!

H AG A

の伝道
玉田 玉
師
たまだ
秀
斎さん
ぎょくし
ゅ

カリブ産 ハガネ の楽器スティールパンと
情熱を奏でる ハガネ のリゾネーター・ギターの共演

PAN NOTE MAGIC
&

うさい

も登場！

Jacopo Bettarello

パンノートマジック ＆ ヤコポ・ベッタレッロ

8月31日（土）｜小ホール
開場14:00 開演14:30｜全席自由

※未就学児入場不可

カリブ海に浮かぶ島国 トリニダード・トバゴ共和国 でドラム
缶から生まれた楽器スティールパン。その緻密なアンサンブル
を奏でるのは日本で唯一、本場で研鑽を積んだ実力派スティー
ルパンオーケストラ『パンノートマジック』！去年に引続きアル
テピアに登場、さらにパワーアップした迫力あるカリブサウンド
をお届けします。なお、今年はイタリアから情熱のストリートシン
ガー『ヤコポ・ベッタレッロ』も来日。カリブ産 ハガネ の楽器
スティールパンと ハガネ リゾネーター・ギターの珍しい組み
合わせもHAGANE MUSICならではの醍醐味です。

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

会員 特典 パートナーズクラブ会員特典
※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。
■ 前売料金／一般2,000円 学生1,000円
■ 販売期間／〜8月24日（土）19：00まで
■ 前売料金／一般2,500円
■ 絶賛発売中

島根県トップアーティストたちによる
音楽の試食会（尺八合奏、琴合奏、フルート＆ピアノ）

スペシャルコンサート

7月6日（土）｜小ホール

8月4日（日）｜大ホール

開場18:00 開演18:30｜全席自由
NE M
U S IC

学生1,500円

※当日券は前売券の500円増しです。
※学生券・当日券・アルテピアパートナーズクラブ会員特割はアルテピアでのみ販売いたします。
※車イススペースをご希望の方はホールへご相談ください。
※学生券の対象は大学生・専門学生・短大生以下です。学生券をご購入の方は、当日入場さ
れるご本人の学生証（生徒手帳）等をご提示いただく場合があります。

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

※未就学児入場不可

今回はプレミアムカフェ初の「邦楽」回！
スイーツと音楽で上質なひと時を−

入場無料

西川秀人と仲間たち

開場14:00 開演14:30｜全席自由
山陰出身、
「最高」のピアニストたちによる
至福の時間をお楽しみください。

※30分の休憩時間にロビーにてコーヒー・
ケーキ（500円、先着100名様）提供します。

■ 前売料金／一般3,500円 高校生以下1,000円 一般ペア6,000円
■ 絶賛発売中 ※当日券は前売券の500円増しです。 ※一般ペア券は前売でのみ発売します。

【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】安来音楽協会 角／090-8605-1615

安来音楽協会 角／090-8605-1615

恐竜どうぶつ園 2019 〜Erthʼs Dinosaur Zoo〜

この夏イチ押し！

8月25日（日）｜大ホール
〈一回目〉開場12:30 開演13:00〈二回目〉開場15:00 開演15:30｜全席指定

夏休みは、家族みんなで恐竜たちに会いに行こう!!
「恐竜どうぶつ園」は、大人気のファミリー向け恐竜パペットショーです。
恐竜が客席に降りてきたり、実際に触れあえる体験型・学べるパフォーマンスショー！

■ 前売料金／一般3,000円

■ 絶賛発売中

会員 特典

※予定枚数に達し次第販売終了いたします。
※3歳以上有料。2歳以下ひざ上鑑賞無料、ただし座席が必要な場合有料。
※車イススペースをご希望の方はホールへご相談ください。

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101
キャンディー・プロモーション／086-221-8151

MESSAGE from PAN NOTE MAGIC リーダー／林 啓太

アルテピア
プレミアムカフェ

パートナーズクラブ会員特典
※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。

■ 前売料金／一般2,500円

■ 販売期間／〜8月24日（土）19：00まで

【公式ホームページ】 www.dinosaurzoo.jp
詳しい情報はこちらをご覧ください。

20世紀最後のアコースティック楽器と呼ばれるドラム缶から生まれた楽器スティールパン。この楽器だけで
構成されたバンドをスティールオーケストラと呼び、直訳すると「鋼のオーケストラ」という意味になります。
国内外の様々な場所で演奏をさせて頂きましたが、昨年ついに「鋼の街」とも呼ばれている安来市で演奏を
させて頂き、光栄にも今年も演奏をさせて頂く事になりました。
本場トリニダードで鍛えた強力なリズム。そして、世界で一番人の心を癒す音と言われる鋼の楽器スティール
パンの魅力を、HAGANE MUSICでお楽しみ下さい！

DRUM TAO 2019「ザ・ドラマーズ」
11月18日（月）｜大ホール
開場18:15 開演19:00 ｜全席指定

イタリアから緊急来日!!
世界で躍進する情熱のストリートシンガー
Jacopo Bettarello ヤコポ・ベッタレッロ
イタリア・ボローニャ出身。10代からボローニャで音楽活動を始めたプロのストリートシンガー。声量とメッセージの強さを武器
に、人々に大きな衝撃と感動を与えている。2017年に淡路島で毎年開催されている国際パフォーミングアーツフェスティバ
ル｢Awaji Art Circus 2017｣に、唯一のイタリア人アーティストとして選出されている。

スティールパンとは？

リゾネーター・ギターとは？

当時身近にあったカン等を楽器として

音量増大のため考案されたギター。

使用した事がきっかけで誕生。

ボディーにリゾネーターと呼ばれる

ドラム缶でできた音階打楽器。

エレクトリックギターが普及する以前に

共鳴板を持つ。

※6歳未満入場不可

世界観客動員数 驚異の800万人超！
和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現する
究極の「日本エンターテイメント」集団がかえってくる!!
■ 前売料金／S席6,800円 A席5,800円
■ 一般発売日／6月29日（土）10：00〜

※前売券完売の場合、
当日券の販売はありません。
※購入時の枚数制限なし。
※予定枚数に達し次第販売終了いたします。

パートナーズクラブ会員特典 ※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。

会員 特典 ■ 先行販売／〜6月28日（金）19：00
【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／086-221-8151

2 0 16 年 N Yオフ・ブロードウェイでは全 公 演 S O L D
OUT！ Newsweek誌が「日本を売り込む『顔』になる！」
と絶賛。2017年メジャーデビュー、同年外国人向けナイ
トエンタメ「万華響」東京にて上演開始、2019年より常
設化決定。
現在3班で年間700公演を行っている。

