2021

78
開催日

4（日）

月

8

コンサート
催し物

開演 16：30
（開場 16：00）
開演 14：00
13：30）

22（木・祝） （開場

月

7

時間

演劇・舞踊

会場

展示

料金（税込）

講演・その他

お問い合わせ

乙武洋匡氏記念講演会 体育からスポーツへ
〜TOKYO2020に期待すること〜

大ホール

入場無料
（整理券が必要）

たつみ会
y.tatsumikai@gmail.com
※メール対応のみ

安来バンドフェスティバル

大ホール

関係者のみ入場可

島根県吹奏楽連盟 安来支部
0854 -22-2840

小ホール

【前売券】
5,000円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

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

大ホール

【前売券】
一般 3,000円
学生 1,500円

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

25（日）

開演 14：30
（開場 14：00）

柏木広樹＆光田健一 二人旅
アルバム『MAJESTIC』リリース記念ツアー

31（土）

開演 18：30
（開場 18：00）

アルテピア プレミアムカフェ Vol.5
島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

29（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

※2020年7月26日(日)、2021年1月9日(土)の振替公演

HAGANE MUSIC2021 第一弾
「PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）」

第二弾

2021

HAGANE MUSIC2021

21

VOL .

Jul-Aug
2021

Take Free

Event Information

2021

第一弾

2021 HAGANE MUSIC2021

※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。 ※2021年6月1日現在

2021

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

E v e n t S ch e du le

イベントスケジュー ル

WAYKIS（ワイキス）＆
BALANGOMA（バランゴマ）

PAN NOTE MAGIC
パンノートマジック

10月16日（土）

ペルー＆ブルキナファソ×日本

今後のラインナップ
注目のワールドミュージックをラインナッ
プ！ アルテピアでしか味わえない感動を

第三弾

お届けします 。詳 細はアル テピ アホーム

さくら ＆ 葉 衛陽（よう えいよう）
2022年 1月15 日
（土）
中国

ページをご確認ください。

新 型コロナウイルス感 染 症 拡 大 防 止に関する

ご 来 場の皆 様 へのお 願 い

下記の他、
イベントの開催制限
などを行っております。

詳しい情報はこちら→

アルテピアでは以下のような新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
実施しております。何卒ご理解、
ご協力をお願いいたします。

ご 来 場の前に…

ご来 場の際は…

ご自宅等での検温をお願いします。

必ずマスクを着用してご来場ください。

37.5℃以上の発熱、
せき等の症状がある方、
又は体調不良の方はご来場をお控えください。

会場入り口付近のサーマルカメラによる
検温をお願いします。

アルテピア主催公演チケットの記入欄に、
氏名・連絡先を事前にご記入のうえ、
ご来場ください。

手指の消毒をお願いします。

※お客様の個人情報は、新型コロナウイルス感染症経路特定以外の
目的には使用せず、厳重に保管いたします。

柏木広樹＆光田健一 二人旅

入退場時や客席では人との距離を保ち、
密にならないようご注意ください。

アルバム『 MAJESTIC 』
リリース記念ツアー

※2020年7月26日
（日）、2021年1月9日
（土）の振替公演

SOCIAL
DISTANCE

アルテピア プレミアムカフェ Vol.5
島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

2021年7月／8月 イベントスケジュール

荒島 松江方面から
八幡宮
ファミリーマート

荒島駅

9

180

２０２１年１２月２８日〜２０２２年１月２日 ※202２年1月4日は休館日、5日は臨時休館日です。
アルテピアファン！ 2021.7-8月号

編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア

伯太川

45

川

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）※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

米子方面から
舶来屋

安来IC

吉田

川

E メー ル：arte@artepia.jp アルテピア

9

安来市給食センター

飯梨

TEL：０８５４-２１-０１０１ FAX：０８５４-２１-０２５０

受付時間変更のお知らせ

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

山陰 本 線

至広瀬

発行日：2021年6月30日
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至米子
至伯太

Ⓒ無断転載・複製を禁ず

山陰道

！

当誌掲載イベントで中止・振替になる
場合があります。
最新の情報はこちらからご確認ください。

CHECK!

まる！ H AG A N E
今 年も始
MUS
IC

第一弾

2021

2021

柏木広樹＆光田健一 二人旅

※2020年7月26日
（日）、2021年1月9日
（土）の振替公演

アルバム『 MAJESTIC 』
リリース記念ツアー

7月25日（日）｜小ホール
開場14:00 開演14:30 ｜ 全席自由（整理番号順入場）

日本×トリニダード・トバゴ共和国

PAN NOTE
MAGIC

待ってました！ 二人旅
1年越しの二人旅がついにアルテピアに登場します。
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・

パンノートマジック

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きます。高い技 術と豊かな

8月29日（日）｜大ホール

しょうか？ 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。

表 現 力で魅せる癒しの 二 人 旅 ワールドで疲れた心と体を癒してみてはいかがで

開場13:30 開演14:00 ｜ 全席自由
※3歳未満入場不可

a t ʼs Ste e l pa n
h
?
W

見た目はドラム缶、音色は魅惑の
スティールパンを操るオーケストラ登場！
トラ
「PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）」
！レパートリーは、
クラシックからポップス、
ジャズ
まで聴く人の世代を問わず、確かな演奏技術で寸分違わぬ緻密な演奏を繰り広げます。世界一、
人の心を癒すと言われるスティールパンの音色をぜひ生でお楽しみください。

一般販売

■ 販売期間：6月27日
（日）〜8月22日
（日）
まで

■ 販売期間：6月27日
（日）〜8月28日
（土）
まで

HAGANE MUSIC2021
チケット料金

パートナーズクラブ会員
一般
学生

2,500円
1,000円

前売

当日

3,000円

3,500円

1,500円

2,000円

スティールパンとは？

ドラム缶でできた音階打楽器。植民地下
に置かれていた人々が、
ドラム缶を修理す
る際、音が変わることを発見した事がきっ
かけで誕生。
「 世界で最も人の心を癒す楽
器」
ともいわれている。

※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。
学生券はアルテピア、
シマチケにて販売いたします。
※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。

安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101

W

Q:編曲するときにスティールパンならではの
難しさはありますか？
A: 特に難しい点は、スティールパンの音域です。音域が狭

音楽の試食会 で上質なひと時をお届け
「クラシックって難しい」
そんなイメージをお持ちではないですか？ プレミアムカフェでは

れているだけあり、
ヒーリング・ミュージックにも最適で

事があります。
またスティールパンバンドでは、各パート

す。私たちはスティールパンの特徴が出る曲は勿論、
ク

の音を分離させて聞こえるようにすることも難しい点で

ラシックや、日本の曲など自らアレンジしてお届けして

す。残響の長いホールで演奏する際は残響時間も計算

います。

演奏後はスティールパンの演奏体験もできるかも!?

日時：8月28日
（土）11：00〜12：00
場所：道の駅あらエッサ
出演：PAN NOTE MAGIC（パンノートマジック）、
安来スティールパンオーケストラ

安来音楽協会 副会長
角 久夫さんからのメッセージ
「アルテピア プレミアムカフェ」は、日ごろ生の音楽

を聴く機会の少ない市民の皆様に島根のトップアー

ティストたちの演奏を無料で楽しんでいただくコン
サートです。生演奏の迫力や演奏者との一体感を味

わっていただきたいと思います。今年はコロナ禍でお
客様同士の交流は出来ませんが、心豊かなひと時

をお過ごしください。

TOPICS
リーダー 林 啓太さん

してアレンジします。

パンノートマジックがアルテピアを飛び出して出張公演を行います。

※当初予定しておりました飲み物・デザートの提供は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止いたします。

【お問い合わせ】 安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21-0101
安来音楽協会 角／090-8605-1615

向いていると思います。
また、人の心を癒す音色と言わ

いので、
「 本当はこうしたい！」
というフレーズも変更する

こちらをCHECK!

7月31日（土）｜小ホール｜ 開場18:00 開演18:30｜ 全席自由

入場無料

A:スティールパンはラテン系などの陽気なリズムの曲に

ソング「夕映えのグランディオーソ」は

島根県トップアーティストたちによる音楽の試食会

非日常のひと時をお楽しみください。

Q:スティールパンに向いている曲は何ですか？

プレイベント開催決定！

2人の共作、アルテピアのイメージ

アルテピア プレミアムカフェ Vol.5

を通した交流の場を提供するコンサートです。
かしこまる必要は一切なし、アルテピアで

スティールパンについてインタビューしました。

入場
無料

■ 販売期間：絶賛発売中

※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。

ホールで質の高い音楽を気軽にお楽しみいただくことで、安来市の音楽活性化、音楽

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

V IE
IN T E R

■ 前売料金：5,000円

■ 販売期間：〜7月24日
（土）
まで

※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。

※既に延期になりました2020年7月26日（日）、2021年1月9日（土）の
「柏木広樹＆光田健一 Duo Live Tour 2020 “二人旅”」チケットをご購入のお客様は、
そのまま振替公演チケットとしてご利用いただけます。

スティールパンの本場トリニダード・トバゴ共和国で研鑽を積んだ実力派スティールパンオーケス

※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

■ 前売料金：4,000円

【お問い合わせ】キャンディー・プロモーション広島／082-249-8334

アルテピア発の音楽イベント、HAGANE MUSICは今年で4年目。第一弾を飾るのは日本で唯一

パートナーズクラブ会員特典

パートナーズクラブ会員特典

アルテピア内「SHERIE CAFE」のおすすめ商品をご紹介。今回はカフェで一番人気のパフェシリーズより新たな
季節限定「マンゴーパフェ」
とHAGANE MUSICとコラボした異色のドリンク
「バタフライピーラテ」
をご紹介します！

安来スティールパンオーケストラよりメッセージ
スティールパンはリズミカルな表現から、
繊細な音色やメロディーも演奏できると
ても魅力的な楽器です。私たちは昨年の
11月に演奏デビューし、今回の出張公演
の演奏が２度目となりますが、前回より皆
様にお楽しみいただけるパフォーマンス
ができたらと日々努力しています。

！
なくなり次第終了

マンゴーパフェ 1,100円
（〜6月末頃まで）
3種のマンゴーを使用し、
マンゴーアイス、杏仁豆腐も
入った贅沢なパフェです。

GIC」コラボ商品
「PAN NOTE MA

バタフライピーラテ 480円
（8月1日(日)〜8月30日(月)まで）
南国タイからやってきたお茶。
通常のハーブティーとは異なり癖のない
鼻に抜ける花の香りが特徴で、
アンチエイジング効果も期待されています。

営業時間／10：00〜17：00（ラストオーダー16：30）※定休日…休館日、第2、4月曜日 ※都合により変更になる場合があります。

メニュー、販売期間が
変更になる
場合があります。
詳しい情報は
こちらをCHECK！

