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11 12
開催日

時間

催し物

演劇・舞踊

会場

料金（税込）

安来市立第二中学校 合唱コンクール

大ホール

入場無料
（関係者のみ入場可）

Hello! Project 2022 Autumn CITY CIRCUIT

大ホール

【前売券】
全席着席指定席 8,300円

展示

講演・その他

お問い合わせ
安来市立第二中学校
0854 -22-2859

4（金）
5（土）

①開演 14：45
②開演 18：00

6（日）

開演 14：00
（開場 13：20）

FUZOKU オータムコンサート

大ホール

入場無料
（整理券が必要）

13（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

第18回 安来市総合文化祭(市民音楽祭)

大ホール

入場無料

14（月）

開演 13：30
（開場 12：30）

安来節保存会 代議員会

小ホール

入場無料
（関係者のみ入場可）

19（土）

開演 14：00
（開場 13：30）

講談 あるてぴあ寄席

小ホール

【前売券】
一般2,500円
学生500円

ひたちやすぎ吹奏楽団 第33回 定期演奏会

大ホール

入場無料

ひたちやすぎ吹奏楽団
h1tach1brass25@yahoo.co.jp

市民ロビー

入場無料

安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

小ホール

入場料2,000円

展示室

入場無料
（事前申込が可能）

清塚信也47都道府県ツアー2022-2023

大ホール

【前売券】
一般6,000円

令和4年度 認知症講演会

小ホール

入場無料

安来市包括支援センター はくた
0854 -37-1540

展示室

入場無料

安来市 福祉課
0854 -23 -3216

開演 14：00
13：30）

20（日） （開場

開始 16：30
23（水・祝）ツリー点灯式 17：30〜

月

12

コンサート

開演 13：30
（開場 13：00）

月

11

E ve n t S ch e du le

イベントスケジュー ル

HAGANEツリー 点灯祭2022

26（土）

開始 12：00

Temamacoまつり×INSPIRED BY COLORS

27（日）

開始 11：00
終了 15：00

就職のための「出張相談会」in安来

3（土）

開演 13：30
（開場 12：30）

3（土）

開始 13：30
終了 16：00

開始 10：00
16（金）〜
終了 17：00
19（月） （最終日は〜15：00）

第14回 安来市障がい者ふれあい作品展

キャンディー・プロモーション
082-249 - 8334
島根大学教育学部附属義務教育学校
0852-29 -1300
安来市市民生活部 文化スポーツ振興課
0854 -23 -3075
安来節保存会
0854 -28 -9988
安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

Nov-Dec
2022

Take Free

ウクライナから魂の音色。
カテリーナ＆斉藤浩
共演：水野 慎太郎
（バイオリン）

就職サポートセンター島根
0852- 61- 6111
安来市総合文化ホール アルテピア
0854 -21- 0101

開演 14：00
（開場 13：30）

HAGANE MUSIC 2022 第四弾
カテリーナ＆斉藤 浩

小ホール

【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

18（日）

開演 14：00
（開場 13：30）

Dance CoLLection 2022 A-STEP 発表会

大ホール

【前売券】
一般2,500円

周藤 亜由美
080 - 6115 - 4995

島根大学 軽音楽部 定期演奏会

大ホール

入場無料

開演 16：00
15：30）

29

VOL .

HAGANE MUSIC 2022 第四弾

MusicLabo141421
090 -3657-3142

17（土）

25（日） （開場

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

「カテリーナ＆斉藤浩」の気になる情報は、

HAGANE MUSIC 専用ページを CHECK！

島根大学 軽音楽部
080 -2989 -3219

※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。 ※2022年9月1日現在

レポート掲示板
あるてぴあイベント

この日は幸盛祭も開催中でした♪
険しい道を進んでいくっ！

月山富田城ワークショップ
日時：2022年9月25日（日）10：30〜12：30
場所：月山富田城
安来市立歴史資料館の平原館長の解説や、講談師・玉田 玉秀斎さんの「三日
月の影」の朗読を聞きながら月山を登りました！参加者からは「実際の地で話
を聞けて歴史を実感できた」、
「山頂からの景色と、玉田さんの朗読がマッチし
て最高」とのお声をいただいております。

山頂付近！無事に到着

今回ご参加いただいた皆様は、来年開催の新作「山中鹿介」講談と落語の競演
をよりお楽しみいただけると思います！まだ登っていない方も歴史を知ればよ
り公演を楽しめますので、ぜひ月山登山にトライしてみてください♪

頂上の景色です！

Event Information

講談 あるてぴあ寄席
荒島 松江方面から
八幡宮
ファミリーマート

荒島駅

9

山陰 本 線

180

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。
２０２２年１２月２９日〜２０２３年１月２日 ※2023年1月4日は振替休館日です。
アルテピアファン！ 2022.11-12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
至広瀬

発行日：2022年9月30日

イベントレポート掲示板

米子方面から
舶来屋

安来IC

吉田

川

アルテピア

2022年11月／12月 イベントスケジュール

9

安来市給食センター

飯梨

E メー ル：arte@artepia.jp

TEL：０８５４-２１-０１０１ FAX：０８５４-２１-０２５０

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

HAGANE ツリー 点灯祭 2022

安来市役所

山陰道
257

至米子
至伯太

Ⓒ無断転載・複製を禁ず

©Hiroto Ashida

カテリーナさんの
演奏はこちら！

CHECK

第四弾

カテリーナ＆斉藤浩

12月17日（土）｜小ホール｜ 開場13:30 開演14:00｜ 全席自由

※3歳未満入場不可

現在日本に2人しかいないウクライナ伝統楽器「バンドゥーラ」の奏者で、
どこか哀愁を感じさせる音色、澄んだ美しい歌声で
人々を魅了するウクライナ出身のカテリーナと、
アジア人初！ハンガリー伝統楽器「ツィンバロン」奏者として最高峰のソリストに
贈られる称号「ソリストディプロマ」
を授与された実力派奏者・斉藤 浩、演奏を彩るバイオリン奏者・水野 慎太郎が登場！
祈るような魂の歌声と演奏、珍しい伝統楽器のハーモニーをお楽しみください。

日本で二人しかいないバンドゥーラ奏者 ×
アジア人初ソリストディプロマの称号を持つツィンバロン奏者
美しく響く旋律が魂を震わせる！

HAGANE MUSIC 2022
SHIMANE YASUGI

講談 あるてぴあ寄席
11月19日（土）｜小ホール｜
開場13:30 開演14:00 ｜ 全席自由

※未就学児入場不可

講談の楽しみ方講座付き！
究極の話芸で語る
新作「金屋子神（かなやごのかみ）伝説」ほか

玉田 玉秀斎

近年人気を集める講談。
あるてぴあ寄席では日本に約100名しかいない
講談師の中でも新作講談を得意とする玉田家を2016年に復活させ、
従来の講談の枠を超えた新しい講談に取り組む四代目・玉田 玉秀斎と
その弟子・玉田 玉山が登場。
そして、上方講談の旭堂一門より島根県出
身の旭堂 南雲が出演します。
演目は安来といえば、鋼と言うことで
「ハガネの街・安来」
にゆかりのある
『金屋子神（かなやごのかみ）』の伝説を中心とした3演目を披露します。

■

■

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。

一

般

学

生

販売期間：絶賛販売中
パートナーズクラブ会員

前売

当日

2,000円

2,500円

3,000円

11月13日（日）まで

500円

※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。

Go to アルテピア（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

金屋子神とは…？

条

白鷺に乗って安来の桂の木に降り立った後、
ほかの神々を導引し、人々
に鉄作りの技術を教えたとされる。
その後「たたら師」
たちの間では金屋子
信仰が起こり、
たたら集団の拡散と共に全国へ拡散。1200社を数えるま
でとなり、
その総本山が安来の金屋子神社である。

玉田 玉山

（たまだ ぎょくざん）

前売料金：一般会員 2,000円
販売期間：絶賛販売中〜11月13日
（日）
まで

一般販売

講談初心者の方にもおススメです。

講談の楽しみ方講座！／玉田 玉秀斎
講談「玉田玉山物語」／玉田 玉山
講談「小林如泥（こばやしじょでい）」／旭堂 南雲
〜 休憩 〜
講談「金屋子神（かなやごのかみ）伝説」／玉田 玉秀斎

（きょくどう なぐも）

パートナーズクラブ会員特典
■

講談公演の初めには玉田 玉秀斎による講談の楽しみ方講座も開催！

番組

旭堂 南雲

（たまだ ぎょくしゅうさい）

象：小学生以上、高校生以下 ※小学生保護者同伴（有料）

件：終演後、12月3日（土）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。

応 募 先：安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21- 0101
応募期間： 絶賛募集中〜11月13日（日）まで

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

©Hiroto Ashida

安来の皆さんに、
日本全国の皆さんにウクライナの音楽、
ウクライナ
の民族楽器を通して、
メッセージを伝えたいです。音楽に故郷も
ない、言葉もいらないと私は思っています。世界中にずっと自由で、
ずっと安全で、ずっと平和で、ずっと青い空でありますように心を
込めて願います。

カテリーナ

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。

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〜12月11日
（日）
まで

一般販売

■

販売期間：絶賛販売中

HAGANE MUSIC 2022 チケット料金

カテリーナ（バンドゥーラ）
ウクライナのプリピャチ
（チェルノブイリ原子力発電所から2.5km離れた所に位置す

る町）生まれ。6歳時に原発事故で被災した子供たちで構成された音楽隊に入団後、
コンサートで訪れた日本の素晴らしさに感動し、拠点を東京へ移す。近年多数のメ
ディアに出演しており2022年のウクライナ侵攻の際は多数の新聞社、
テレビなどに
出演し、演奏活動などを通して平和を訴える活動を精力的に行っている。

斉藤 浩（ツィンバロン）
実力を持つソリストに贈られる名誉ある称号ツィンバロン・ソリストディプロマをアジ

ア人で初めて授与された打楽器奏者。国内外問わず演奏活動を行っているが、近年

では特に日本での活動が多く、
サントリーホールサマーフェスティバルをはじめ、各地
の音楽祭に招聘される、
日本を代表する実力派ツィンバロン奏者。

パートナーズクラブ会員

前売

当日

2,500円
1,000円

3,000円

3,500円

1,500円

2,000円

12月11日（日）まで

一

般

学

生

※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。

Go to アルテピア（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。

水野 慎太郎（バイオリン）

対

象：3歳以上、高校生以下 ※小学生以下保護者同伴（有料）
件：終演後、2023年1月7日（土）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。

名古屋芸術 大 学 音 楽 学 部 器楽科卒業。2 0 0 4 年〜

条

留学。帰国後は日本縦断コンサートなどの演奏活動を

応 募 先：安来市総合文化ホール アルテピア／0854-21- 0101

2006年にチェコ共和国のプラハコンセルバトワールへ

応募期間： 絶賛募集中〜12月11日（日）まで

精力的に開催。
また、多数のテレビCM、
テレビドラマに

て演奏を行い後進の指導を務めながら多方面で活動を
展開している。

©Kou sakatuki

【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ツリー
点灯祭 2022

入場
無料

点灯祭の詳細はこちら

11月23日（水・祝）｜ 市民ロビー｜ ロビーコンサート16：30

ツリー点灯式17：30頃

「ハガネの街」に輝くアルテピアのHAGANEツリー！
アルテピアオリジナルの鉄製ツリーに安来市内の子供たちが飾り付けたツリーのオーナメントを
装飾する、HAGANEツリーを今年も展示します! 毎年約400個もの色とりどり、子どもたちの思
いが詰まった様々な装飾のオーナメントがイルミネーションに照らされ美しく輝く姿は壮観です。
また、点灯祭ではハンドベルやスティールパンオーケストラによるクリスマス曲の演奏、安来市在
住の美 術 作 家・中 野 滋 氏 監 修のダンボールアニマルも併せて展 示します♪ お子 様と一 緒に
HAGANEツリー点灯祭をお楽しみください。
出 演
展 示

スティールパン演奏…安来スティールパンオーケストラ
ハンドベル演奏…ハンドベル クレエ
ダンボールアニマル…中野 滋

【ツリー＆ダンボールアニマル展示期間】11月23日（水・祝）〜12月25日（日）
（火曜休館日）
【お問い合わせ】安来市総合文化ホール アルテピア／0854 -21- 0101

