
アルテピアの公式Facebookがついに開設しました。イベント情報やアルテピアオリジナルイベントなどアルテ
ピアについての様々な情報を発信中！Facebookだけの情報やコメントもありますのでぜひご覧ください。

チケット情報や施設の利用情報などを掲載！そのほかのトピック
スではイベントやアルテピアに関するお役立ち情報もあります。
詳しくはアルテピアホームページをチェック！

アルテピア公式Facebookを開設しました！

公式ホームページも
要チェック！

どちらも で検索！ 「いいね！」もぜひ！！アルテピア

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.16

Mar-Apr
2020

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！ 2020.3-4月号　編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア　発行日：2020年3月1日　Ⓒ無断転載・複製を禁ず

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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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

【アルテピアパートナーズクラブ】メンバー募集中！

2020年3月／4月 イベントスケジュール

Event Information

Event Report

入会金・会費 無料

スマイルコンサートinやすぎ2020
あるてぴあ 一箱絵本市

Event  Schedule

イベントスケジュール2020 3 4 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

KAUNAN カウナン

HAGANE MUSIC 2020

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2020 “二人旅”

多彩
な音
色と軽

快なトークで
楽しむ

今年
も安来

で“二人旅
”！

チェロ×
ピアノ＆ボー

カルの
調べ

♪♪

※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。 ※2020年1月31日現在。

3
月

4
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

安来市消防本部 予防課
0854-23-3426火災予防習字コンクール

第14回 新春チャリティー演歌の集い

開場 13：00
終了 16：00

市民
ギャラリー

桂吉弥後援会
090-3375-3629（金山）新春やすぎ寄席 桂吉弥 落語会開演 13：30

（開場 13：00） 【前売券】 2,000円

入場無料

小ホール

大ホール

1（日）

なかうみ交響楽団
090-8605-1615(角)

ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会Vol.3

開演 14：30
（開場 14：00）

【前売券】 1,200円
小中高校生　無料

大ホール26（日）

8（日）

高嶋易断三世会総本部
0120-149-608

戸田美佐江
0859-66-4185

新春チャリティー演歌の集い実行委員会
090-7373-5235（福田)

高嶋易断三世会総本部出張鑑定

高嶋易断三世会総本部出張鑑定

香咲弥須子 山陰セミナー

会議室2

展示室
会議室1.2

公益社団法人日本バレエ協会山陰支部
0852-31-3173第8回 山陰バレエコンクール開演 13：00

（開場 12：30）

開演 10：30
（開場 10：00）

入場無料

入場無料

入場無料

15,000円 
（事前申込が必要）

3,000円

高嶋易断三世会総本部
0120-149-608会議室1 3,000円

大ホール5（日）

松江だんだんプロレス
090-5377-6605（白石）松江だんだんプロレス開演 14：00

（開場 13：30） 小ホール5（日）

19（日） 入場無料 ひたちやすぎ吹奏楽団
h1tach1brass25@yahoo.co.jpひたちやすぎ吹奏楽団 創立50周年記念演奏会開演 14：00

（開場 13：30） 大ホール

7（土）

第16回 安来ウィンドオーケストラ定期演奏会 小ホール15（日） 安来ウィンドオーケストラ
0854-23-2624

開演 14：00
（開場 13：30） 入場無料

安来高校吹奏楽部 第36回定期演奏会 大ホール22（日） 安来高校吹奏楽部（広戸）
0854-22-2840

開演 17：00
（開場 16：30） 入場無料

開始   9：00

終了 19：00
　（初日は10:00～）

　（最終日は～17:00）

開始 10：00
終了 17：00

開始 10：00
終了 17：00

　（最終日は～15:00）

2/28（金）～

9（月）
2/29（土）～

2（月）

4（水）～

6（金）

2020山陰アタックフェア 小ホール 日東工器株式会社
082-537-2521

開始 13：00
（開場 12：00）

12日

13日 開始 10：00
（開場  9：30）

入場無料
（関係者のみ入場可）

12（木）～

13（金）



}{お得なHAGANE MUSICセット券、発売予定！

カウナン

6月28日（日）｜小ホール
開場14:30 開演15:00｜全席自由 ※未就学児入場不可

■ 販売期間：3/19（木）10：00～6/27（土）19：00まで

※詳細が決定次第、アルテピアWEBページで告知いたします。

※当日券は前売券の500円増しです。
※セット券、学生券、当日券、アルテピアパートナーズクラブ割引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アルテピアへご相談ください。
※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。

KAUNAN

なんだこれ!? こんな楽器見たことない!!

アルテピアで2人の新アルバムの収録が行われました！

アルテピアのイメージソングがついに完成！！

ヨーロッパに古くから伝わる激レア古楽器を操る北欧弦楽アンサンブルが
来日！ スウェーデンやノルウェーなどの北欧に伝わる古の伝統に命を吹き
込んだ正統派“超クラシカル”トリオが、古代北欧の世界観を表現します。

回収場所：アルテピア総合案内の絵本回収BOX
回収時期：通年で募集中
お問い合わせ：安来市総合文化ホール アルテピア
　　　　　　　絵本市担当 0854-21-0101

TOPICS

海上自衛隊呉音楽隊

その

その

2020年2月2日（日）／大ホールDATE

2018年の演奏以来、2年ぶりの自衛隊による「スマイルコンサート」が開催されました！
演奏したのは呉音楽隊の皆様、そして安来市内の中学校4校によるスペシャルな合同
ステージです。総勢70名を超える吹奏楽の演奏は迫力満点！ 参加した中学生には、
呉音楽隊による演奏指導も行われ、大変貴重な体験となりました。

アルテピアで毎年開催を予定している「あるてぴあ 一箱絵本市」では皆様の使わなくなった絵本
をいつでも大募集しています。どんな絵本でも構いません、寄付された絵本は絵本市にて無料で
譲渡させていただきます。不要になった絵本を思い出とともに次の子供たちに引き継ぎませんか？

アルテピアの意外と知られていない絶景スポットとして「大観望」があります。場所は2階
の大ホール入り口近く。外につながる扉があり、晴れているときには屋外から眺望を楽し
めます。大観望からは安来全体を見渡すことができ、晴れている日にはなんと！大山を見
ることができるんです！田んぼに囲まれているアルテピアだからこそ何にも遮られず見る
景色はまさに最高。特におすすめは夕暮れ時のマジックアワーです。アルテピアにお越し
いただく際はぜひ、大観望に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

イベントレポート
掲示板

ポピュラーシーンのチェロの第一人者・柏木広樹とマルチに活躍するピアニスト光田
健一による最強デュオが今年もアルテピアにやってくる！ 2人の共作によるアルテ
ピアのイメージソングもお贈りします！

アルテピアをイメージして共同制
作されたアルテピアイメージソング
ほか様々な楽曲を収録。

― 「アルテピア」イメージソング「夕映えのグランディオーソ（仮）」について
安来の街をまるで空から見ているような、壮大で遥かなる絶景が広がる
サウンドになったら良いなと思って、音楽を紡ぎました。それぞれの目線や
心をめぐらせる様子が、楽曲の随所に反映されていると思います。

― 今回のレコーディング会場となったアルテピアについて
上品で深みのある響きがするホールで、チェロがいきいきと鳴ります。
とても大事にメンテナンスされている素晴らしいスタインウェイ・ピアノは、
永遠に弾いていたくなります。

高い技術、多彩な表現力で魅せる“二人旅”ワールド！

■ 前売料金：5,000円　■ 販売期間：3/29（日）10：00～7/25（土）19：00まで
※3歳未満入場不可、未就学児童は保護者ひざ上鑑賞可。座席が必要な場合はチケットが必要です。 ※当日券は前売券の500円増しです。

【お問い合わせ】 キャンディー・プロモーション広島／082-249-8334　安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

7月26日（日）｜小ホール

柏木広樹＆光田健一 Duo Live Tour 2020 “二人旅”

開場14:00 開演14:30｜全席自由（整理番号順入場）

■ 前売料金：4,000円　■ 販売期間：3/14（土）10：00～7/25日（土）19：00まで

7/26（日）
Newアルバム発売決定！

アルテピア
公演当日

柏木広樹＆光田健一“二人旅”

※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。　　
パートナーズクラブ会員特典

すごく楽しかったです。周りを
見て、皆様が楽しそうにして
いたのでほっこりしました。

影絵がとても楽しくて子供が
夢中で見ていました。とても楽
しめました。

普段の練習で体験できないことを
させていただき、みんなの成長につな
がりました。とても楽しい２日間でした。
ありがとうございました。

自衛隊の方 と々共演させていただく
ことはめったにないので、とても貴重
な経験になりました。今回学んだこと
を生かして、これからもっと上手にな
りたいと思います。

呉音楽隊の方の音はとてもきれいで、
自分もあんな音が出せるようになると
いいなと思いました。とてもいい経験に
なりました。

普段体験できないことがたくさんあ
りました。演奏面では呉音楽隊の皆
様はリズムもピッタリで、強弱もはっ
きりついてすごかったです。また、演
奏面だけでなく人柄もすてきでした。

パートナーズクラブ会員特典

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

■ 販売期間：3/19（木）10：00～6/21（日）19：00まで

HAGANE MUSIC チケット料金

※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。　　

一般販売

HAGANE MUSIC始動！（全
4回公演）

2020年度

第1弾

2020年2月16日（日）／展示室・練習室DATE

第2回となる絵本市が無事終了いたしました！ 昨年に引き続き沢山のお客様にお越し
いただき、展示室はてんやわんやのお祭り状態！ 「あるてぴあ 一箱絵本市」ならではの
アットホームな雰囲気でお楽しみいただけたのではないかと思います。また、絵本市ブース
も昨年より多くの方にご参加いただき、今年から始めた絵本譲渡コーナーも大盛況！ 
出店いただきました皆様、絵本を寄付してくださった皆様誠にありがとうございました。

一般
販売

※絵本市では絵本の出店者様も募集しています。
※イベント名は変更する場合があります。

※パートナーズクラブ会員は公演の一週間前まで有効。

※冬場・悪天候の際はご利用を制限させていただきます。

大山

圧巻の合同演奏！

場内は大盛況！

ふじかわ先生の
お絵かき教室

  楽器別の演奏指導風景

 参加した

中学生の声

 来場者の声

前売

一 般

学 生

2,500円

1,500円

3,000円

2,000円

2,000円
1,000円

当日パートナーズクラブ会員




