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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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【アルテピアパートナーズクラブ】メンバー募集中！

2019年3月／4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

あるてぴあイ
ベントレポー

ト掲示板

夏井いつき句会ライブ
Event Information

入会金・会費 無料

氣志團現象Ⅴ
「暴走元年～今日から俺たちは!!～」 

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2019 “二人旅”

THE ALFEE
～45th ANNIVERSARY
　BEST HIT ALFEE 2019春の乱～

■ 料金／前売券 5,000円
■ 一般発売日／3月31日（日）10：00
　　　　　　　～6月22日（土）19：00まで
※3歳児未満入場不可、未就学児童は保護者膝上鑑賞可。
　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 アルテピア総合案内／0854-21-0101

ポピュラーシーンのチェロ第一人者、柏木広樹と
ピアノ・歌・作曲家とマルチに活躍する光田健一が送る
実力派二人の最強デュオが、
今年もアルテピアにやってくる！

6月23日（日）｜小ホール

柏木広樹＆光田健一
Duo Live Tour 2019 “二人旅”

開場13:00 開演13:30｜全席自由（整理番号順入場）

パートナーズクラブ会員特典

■ 料金／前売券 4,000円
■ 販売期間／3月16日（土）10：00
　　　　　　～6月22日（土）19：00まで

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。　

会員特割

1/14（月・祝）にアルテピア大ホールにて大人気ロックバンドORANGE RANGEによる『ORANGE RANGE Live Tour 
018-019 ～ELEVEN PIECE～』が開催されました！今回のライブでは安来高校7名+情報科学高校4名の吹奏楽部合同グループ
とダンススタジオに所属するDANCE STUDIO Rhyriseの4名がメンバーと一緒にダンスや演奏でコラボする、アルテピア主催
のイベントで初のコラボ企画を行いました。プロによる音響や照明でいつもとは一味違ったステージや場の雰囲気に最初は圧倒さ
れている様子でしたが、本番では素晴らしいパフォーマンスや演奏で会場を沸かせていました。

後にも先にも体験できない貴重な体験で、緊張よりも楽しさが勝り、
心から楽しむことができました。貴重な体験をありがとうございました。

(安来高校 2年生)

アーティストの方と共演させていただくのが初めてで、とても緊張してし
まいましたが、リハーサルの時にたくさん言葉をかけてくださり緊張も
解けて本番も今まで練習してきたものを思いっきり出すことができました。

すてきな時間をありがとうございました。(安来高校1年生)

1/14（月・祝）／大ホール

参加者の声

DATE



E v e n t  S c h e d u l e

イベントスケジュール2019 3 4 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

※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2月8日現在の情報です。

※表示価格は2月8日現在の価格です。

3
月

4
月

開催日 時 間 料金（税込） お問い合わせ催し物 会 場

入場無料

入場無料
（関係者のみの入場となります）

入場無料

安来市消防本部 予防課
0854-23-3426

市民
ギャラリー

公益社団法人 日本バレエ協会 山陰支部
0852-31-3173第7回山陰バレエコンクール 大ホール14（日）

きもの展示会

火災予防習字コンクール

15（金）～
17（日）

1（金）～
11（月）

展示室
会議室1

きものギャラリー八重垣
0852-28-006310：00～19：00

9：00～11：50

10：30～19：00
（開場 10:00）

9：00～19：00
（最終日は～16：00）

入場無料

小ホール 入場無料

入場無料

安来市糖尿病管理協議会 20周年記念事業10（日） 安来市糖尿病管理協議会
0854-23-3221

開演 10：30
（開場 10:00）

開演 14：00
（開場 13:30）

開演 18：00
（開場 17:30）

開演 18：30
（開場 17:30）

入場無料補聴器相談会6（水） 会議室1
株式会社 中国補聴器センター米子店
0859-33-73339：30～11：30

18：00～21：30
18：00～21：30
18：00～21：30
18：00～21：30
18：00～21：30

18：00～21：30
18：00～21：30
18：00～21：30
18：00～21：30

さくらSSC
スポーツ教室

さくら総合スポーツクラブ
0854-23-1923練習室

20（水）
22（金）
27（水）
29（金）

1（金）
6（水）
8（金）
13（水）
15（金）

要月会費
（詳しくはお問合せください）

田中あけみ 支援の会
0854-27-7305

入場無料

サークル森っ子
0852-62-1957

展示室
会議室1・2自然を愛でる三人展28（木）～

4/1（月）
9：00～16：30

（初日は12：00～）
（最終日は～14：00）

入場無料

田中あけみ 県政報告会 大ホール2（土）

社会医療法人昌林会70周年　昌寿苑30周年記念事業
「三遊亭円楽 落語独演会」3（日） 大ホール

社会医療法人 昌林会
0854-22-3411

安来市労働組合協議会
0854-22-3127春闘交流集会・県議選総決起集会 大ホール7（木）

入場無料
（詳しくはお問い合わせください）

入場無料

入場無料
（関係者のみ入場となります）

入場無料開演 14：00
（開場 13:30）

安来市定住推進課
0854-23-3179見尾保幸先生 講演会 小ホール24（日）

入場無料開演 18：30
（開場 17:30）

田中あけみ 支援の会
0854-27-7305田中あけみ 決起大会 大ホール1（月）

入場無料開演 18：00
（開場 17:30）

藤原常義　後援会
0854-26-4255藤原常義　安来地区集会 大ホール22（金）

前売 3,000円
（全席自由）

開演 13：30
（開場 13:00）

桂吉弥　後援会
090-3375-3629（金山）新春やすぎ寄席　桂吉弥 落語会 小ホール31（日）

第13回新春チャリティー演歌の集い10（日） 大ホール
新春チャリティー演歌の集い実行委員会
090-7373-5235入場無料

第7回 Groovin' Lab 定期演奏会23（土） 小ホール
Groovin' Lab
0852-23-4623入場無料

開演 14：00
（開場 13:30）

安来ウィンドオーケストラ
第15回定期演奏会17（日） 大ホール 安来ウィンドオーケストラ

0852-34-1158入場無料

開演 15：00
（開場 14:30）

三浦祐太朗 Live Tour
"47 MELODIES" 島根県公演31（日） 大ホール

TSK山陰中央テレビ
0852-31-01114,800円

開演 18：30
（開場 18:00） 安来高校吹奏楽部 第35回定期演奏会24（日） 大ホール 島根県立安来高等学校

0854-22-2840入場無料

補聴器の店ＹＯＮＡＧＯ
0859-30-3399

開演 14:20
（開場 13:00）

13（水） 補聴器相談会 会議室2

5（金） 大ホール 安来市総合文化ホールアルテピア
0854-21-0101夏井いつき句会ライブ

ひたちやすぎ吹奏楽団
h1tach1brass25@yahoo.co.jp7（日） 開演 14：00

（開場 13：30）

開演 13：00
（開場 12：30）

開演 18：30
（開場 18：00）

20（土） 展示室
会議室1・2

山陰クボタ水道用材株式会社
0852-60-5605

藤田紘一郎 講演会14：00～15：30

ひたちやすぎ吹奏楽団 第31回定期演奏会 大ホール

未定 なかうみ交響楽団
090-8605-1615（角）21（日） 開演 14：30

（開場 14：00）
ベートーヴェン生誕250年記念
交響曲連続演奏会 No.1 大ホール

【 お と な 】前売2,500円
【高校生以下】前売1,500円

アルテピア初登場！
あの！THE ALFEEが安来にやってくる!!

「俺んとこ来ないか？」
アルテピアでOne Night Carnival！！

5月26日（日）｜大ホール

喫茶コーナーマスターとアルテピアスタッフの共同開発メニューです。

氣志團現象Ⅴ
「暴走元年～今日から俺たちは!!～」 

ミックスベリーホットケーキ 450円
ドリンクセット 60 0円 650円

開場17:00 開演17:30｜全席指定　

■ 料金／後輩席6,969円
■ 一般発売日／2月2日（土）10：00～

■ 料金／前売券7,560円
■ 一般発売日／3月2日（土）10：00～
※6歳以上有料、6歳未満で席が必要な場合有料。（6歳未満のお子様のご入場につき
　ましては、周囲のお客様に最大限のご配慮をお願いいたします。）
※予定枚数に達し次第販売終了いたします。

※お一人様4枚まで/先着順　※予定枚数に達し次第販売終了いたします。
※3歳以上有料、3歳未満入場不可。

※曲目については未定です。

※ムックムク料金（税込）・11列目以降

5月4日（土・祝）｜大ホール

【お問い合わせ】
YUMEBANCHI 夢番地（岡山）／086-231-3531（平日11：00～19：00）
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

【お問い合わせ】
YUMEBANCHI 夢番地（岡山）／086-231-3531（平日11：00～19：00）
安来市総合文化ホール アルテピア総合案内／0854-21-0101

THE ALFEE
～45th ANNIVERSARY
　BEST HIT ALFEE 2019春の乱～

開場17:15 開演18:00｜全席指定　

（コーヒー or 紅茶） （オレンジジュース）

（好評の場合は定番メニューになるかも！）

酸味と甘
みの

ハーモニー
が

絶妙です！

夏井いつき
プロフィール

※未就学児入場不可

【大人】 前売2,500円　【高校生以下】 前売1,500円
※当日券は前売券の300円増です。
※大人券の対象は、18歳以上（高校生は除く）です。
※高校生以下の券をご購入の方は、当日入場されるご本人の身分証明書等をご提示して頂く場合があります。 
※予定枚数に達し次第販売終了いたします。

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

4月5日（金）｜大ホール 安来公演
夏井いつき句会ライブ

きっとあなたも俳句が好きになる！
新感覚の俳句「句会ライブ」

開場18:00 開演18:30｜全席指定　

1957年（昭和32年）生まれ。愛媛県松山市在住。8年間の中学校国語教諭を経て、俳人へ転身。創作活動に加え、俳句
集団「いつき組」組長として、全国の小中学校対象の授業や講演活動も精力的にこなしている。また、近年、テレビ番組に
も多く出演しており、歯に衣着せぬコメントでズバズバと斬っていく様子が面白いとお茶の間の人気を呼んでいる。

テレビ番組でおなじみの夏井いつき先生による軽快なトークを楽しみ
ながら、あなただけの「一句」を作ってみませんか。
この「句会ライブ」は小学生から大人まで幅広い世代の方にお楽しみ
いただける新しい句会の形です。句会ライブでは実際にその場で投句
していただき、選ばれた句を夏井先生と一緒に味わいましょう。


