
※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。

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.28

Sep-Oct
2022

Take Free

〒６９２-００１４ 島根県安来市飯島町７０番地　TEL：０８５４-２１-０１０１　FAX：０８５４-２１-０２５０

アルテピアEメール：arte@artepia.jp

アルテピアファン！ 2022.9-10月号　編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア　発行日：2022年7月31日　Ⓒ無断転載・複製を禁ず

受付時間：９：００～１８：００

休 館 日：火曜日（祝日を除く。祝日の場合はその翌日）
２０２２年１２月２９日～２０２３年１月２日

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

2022年9月／10月 イベントスケジュール
DRUM TAO 2022 「KAIKI」

パンノートマジック

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7月1日現在

©DRUM TAO

©Kunito Watanabe

©Kunito Watanabe

9 10

9
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

小ホール
練習室地域連携プロジェクト ～shonan expo2022～ 立正大学淞南高等学校

0852-21-96344（日） 開始 13：00
終了 16：00

10
月

【前売券】
一般2,000円

高校生以下無料（要整理券）

※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。

※お一人様4枚まで　※座席指定不可
※販売時には「チケット引換券（整理番号付）」を1席につき1枚お渡しします。チケットへの交換は11月24日（木）からアルテピア総合案内にて行います。

※6歳未満入場不可

※3歳以下入場不可

10月2日（日）｜大ホール｜開場16:45 開演17:30｜全席指定
DRUM TAO 2022 「KAIKI」

清塚信也 47都道府県ツアー2022-2023
12月3日（土）｜大ホール｜開場12:30 開演13:30｜全席指定

清塚
信也
47都道府県ツアー
2022-2023

Event Information

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.5

HAGANE MUSIC 2022 第三弾
PAN NOTE MAGIC

講談 修羅場読みワークショップ
月山富田城ワークショップ

第31回 しまね映画祭in安来

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

【お問い合わせ】 夢番地（岡山）／086-231-3531　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

入場無料
（事前申込が可能）

展示室第10回里親さんとのおはなし会

安来市立広瀬中学校
0854-32-2389

22（土） 開始 9：30
終了 11：30

大ホール広瀬中学校 校内音楽会

松江地区 里親会
0852-21-3168

28（金） 開演 12：10
（開場 12：00） 関係者のみ入場可

展示室第18回安来市総合文化祭（将棋大会） 安来市市民生活部 文化スポーツ振興課
0854-23-3075受付 9：00 【参加料】1,500円

（事前申込が必要）

小ホール講談 修羅場読みワークショップ 安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-010110（土） 開始 13：30

終了 15：00
入場無料

（事前申込が可能）

月山富田城
月山富田城ワークショップ 安来市総合文化ホール アルテピア

0854-21-010125（日） 開始 10：30
終了 12：30

参加無料
（事前申込が可能）

小ホール第16回安来市美術展(表彰式) 安来市市民生活部 文化スポーツ振興課
0854-23-303911（日） 開始 14：00 入場無料

展示室第16回安来市美術展 安来市市民生活部 文化スポーツ振興課
0854-23-3039

10（土）～
15（木）

1（土）
～2（日）

開始 9：00
終了 17：00

（最終日は～16：00）
入場無料

小ホール第18回安来市総合文化祭（展示部門） 安来市市民生活部 文化スポーツ振興課
0854-23-3075

7（金）～
10（月・祝）

開始 9：00
終了 17：00

（最終日は～16：00）
入場無料

小ホール令和4年度 安来市生活支援体制
整備事業推進講演会

社会福祉法人 安来市社会福祉協議会
伯太支所
0854-37-1432

7（水） 開演 13：30
（開場 13：00）

入場無料
（事前申込が必要）

入場無料
（事前申込が必要）

大ホール令和4年 第1回チャリティーやすぎ歌の祭典 チャリティーやすぎ歌の祭典実行委員会
090-4808-95254（日） 開演 10：30

（開場 10：00）
入場無料

（整理券が必要）

大ホールベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.5

なかうみ交響楽団 角
090-8605-161519（月・祝） 開演 14：30

（開場 14：00）

【前売券】
一般3,000円
学生1,500円

小ホールHAGANE MUSIC 2022 第三弾
PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）

安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-010123（金・祝） 開演 14：00

（開場 13：30）

【前売券】
S席7,700円
A席6,700円

大ホールDRUM TAO 2022 「KAIKI」 安来市総合文化ホール アルテピア
0854-21-01012（日） 開演 17：30

（開場 16：45）

一般販売 ■ 前売料金：一般6,000円　■ 販売期間：8月27日（土）10:00より販売開始

一般販売 ■ 前売料金：S席7,700円　A席6,700円　■ 販売期間：絶賛販売中

※アルテピアでは
ありません。

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年記念

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年記念

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年記念



©「劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き2」製作委員会
©Mitsuaki Iwago

©リンカラン フィルムズ

入場無料

無料

HAGANE MUSIC 2022 チケット料金

※メール申込の際は、件名にどちらかご希望のイベント名を必ず記載してください。また、参加者全員分の氏名、代表者の電話番号を記載してください。
※小学生保護者同伴
※定員30名、定員に達し次第受付終了いたします。

パートナーズクラブ会員特典

高校生以下
入場無料

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

前 売チケット料金

一　般 2,000円 2,500円1,800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。

※高校生以下は整理券が必要です。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。

9月23日（金・祝）｜小ホール
開場13:30 開演14:00｜全席自由

PAN NOTE MAGIC

ドラム缶からできた楽器「スティールパン」。
本場カリブのカーニバルを彷彿とさせる
熱狂サウンドをお届けします。

これであなたもおしゃべり上手!?初心者の方大歓迎！

月山を登りながら歴史解説！

スティールパン発祥の地、世界最大のスティールパンコンテストが開催さ
れる本場トリニダード・トバゴ共和国で研鑽を積んだ超実力派スティール
パンオーケストラ「PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）」がアルテ
ピアに登場！
メンバーは、日本クラシック音楽コンクール最高位受賞、イタリア打楽器
国際コンクール優勝、世界最大のスティールパンコンテスト「パノラマ」に
て4度の優勝経験を持つ精鋭揃いで、その演奏技術は折り紙付きです。
演奏レパートリーも幅広く、本場のラテン音楽からポップス、南国の風を
感じるクラシックなど老若男女問わずお楽しみいただけます。
ドラム缶からできたとは思えないほど繊細かつ癒しの音色を、スティール
パンオーケストラならではの迫力満点、パッションあふれる演奏でお楽し
みください。

軍記物の勇壮なシーンを淀みなく読む「修羅場読み」に挑戦できます！ 仕事で接客対応を
している方など言葉をハッキリと伝えたい方にもおススメです！

「豪雨災害を防ぐために、誰もができる
ことがある。」造園家で環境再生医・
矢野 智徳さんの格闘と大地の再生を
追ったドキュメンタリー映画。

［特別企画］ 安来で開催・撮影された
映画塾の作品計23作品を小ホールホ
ワイエにて一挙公開します！
入場無料、お気軽にお越しください♪

動物写真家・岩合 光昭さんがミャン
マーと北海道の2つの土地を舞台に
流れゆく季節の中で育まれるネコたち
の家族愛を描いた作品。

※3歳未満入場不可

パンノートマジック

【お問い合わせ】 安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

HAGANE MUSIC 2022
SHIMANE YASUGI

第三弾

気になる
「PAN NOTE MAGIC」の
演奏はこちら！C

H
E
C
K

（子ども鑑賞支援制度）

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。
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、10月7日（金）までに感想（200字以上（応相談）、
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
絶賛募集中～9月18日（日）まで

応募期間：
申込方法：

絶賛募集中
アルテピア総合案内、電話（0854-21-0101）、メール（arte@artepia.jp）にてお申込みいただけます。

（両イベント共通）
Go to アルテピア

■ 前売料金：一般会員 1,300円
■ 販売期間：9月3日（土）～10月23日（日）まで

■ 前売料金：一般会員 1,800円
■ 販売期間：絶賛販売中～9月11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。

※アルテピア総合案内のみで販売いたします。

■ 前売料金：一般会員 2,500円／学生会員 1,000円
■ 販売期間：絶賛販売中～9月18日（日）まで

パートナーズクラブ会員特典 ※アルテピア総合案内のみで販売いたします。

■ 販売期間：9月3日（土）より販売開始

一般販売 ■ 販売期間：絶賛販売中

一般販売 ■ 販売期間：絶賛販売中

ねこ割

一 般 1,300円
一日券

前売・当日共通

1,500円 800円1,300円

パートナーズ
クラブ会員

【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

※1作品券、ねこ割、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。
※ねこ割は猫についての想いを総合案内スタッフまでお話しいただいた方が対象です。
例：「猫の画像を見て癒されている」など
※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。

10月29日（土）｜小ホール｜全席自由（完全入替制）※未就学児入場不可
第31回 しまね映画祭in安来

午前の部

有料
午後の部

9月19日（月・祝）｜大ホール
開場14:00 開演14:30｜全席自由

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.5

ベートーヴェンの交響曲演奏に定評のあるなかうみ交響楽団と
島根県を代表するソリストたちによる「第九」！

※未就学児入場不可

9月10日（土）｜小ホール｜開場13:00 開始13:30 終了15：00

講談 修羅場読みワークショップ
※10歳以上対象

参加申込用紙はこちらから
ダウンロードいただけます。

【お問い合わせ】なかうみ交響楽団 角／090-8605-1615　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

プログラム
・「エグモント」序曲 作品84
・交響曲第9番
  ニ短調 作品125「合唱付」

出演者

指揮：水間 満
独唱：ソプラノ 野津 美和子
　　　アルト 　森田 麗子
　　　テノール 川西 悠紀
　　　バス　　佐々木 直樹
演奏：なかうみ交響楽団
合唱：島根第九をうたう会有志

「脇差と懐剣」（48分）／開場9：45 上映10：00
「たたら ～変わらない、それは幸せを願う気持ち～」（39分）／開場11：10 上映11：25

講師：玉田 玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）・玉田 玉山(たまだ ぎょくざん）

参加無料

安来市立歴史資料館の平原館長による解説付きで月山に登ります。特別ゲストの玉田 玉秀斎さんが、山中鹿介の生涯を綴った「三日月
の影（井上赳著）」を朗読します。当日は歴史資料館前にお集まりください。

9月25日（日）｜月山富田城｜集合10:00 開始10:30 終了12：30

参加申込

月山富田城ワークショップ
※6歳以上対象

講師：平原 金造（ひらはら きんぞう/安来市立歴史資料館 館長）　特別ゲスト：玉田 玉秀斎

「杜人 環境再生医 矢野智徳の挑戦」（101分）／開場13：00 上映13：15
「劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き あるがままに、水と大地のネコ家族」（98分）／開場15：20 上映15：35

安来市総合文化ホール アルテピア開館5周年記念

10月23日（日）まで

9月11日（日）まで

9月18日（日）まで

1作品


