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TAKE FREE

「アルテピアパートナーズクラブ」メンバー募集中！

本池秀夫̶革の世界展̶

安来市総合文化ホールは、市民の皆様が質の高い芸術文化を楽しむことができ、様々な活動を通じて心豊かな生活を送

り、大勢の方に訪れていただける文化芸術活動の「Exchange Fun Base」（楽しめる交流拠点）を目指しています。

地域を愛し、芸術文化を愛する皆様と共に、文化を活かした街づくり、人づくりに一緒に取り組んでいくことを目的とし、安

来市総合文化ホールアルテピア・パートナーズクラブ会員制度を発足します。

以前に劇団四季を観て、四季のスタッフが皆さんととても丁寧に接

客されている姿に感動し、自分もやってみたいと思って参加しまし

た。いつも観る側ですが、スタッフとして参加してみて常にお客様に

気配りをするのは大変だなと感じました。勉強になりました。

開館時間：9：00～22：00 ※ご利用のお申し込みは9：00～19：00です。

有効期間：入会時から2021年3月31日まで

特　　典：●ポイントカード付きの会員証を発行。
●入場料金が3,001円以上の公演にご来場いただくごとに3ポイント進呈。
●入場料金が3,000円以下の公演にご来場いただくごとに1ポイント進呈。
●10ポイント貯まると主催公演のチケット代やアルテピアの施設利用料に使用できる
　500円分のクーポン券か安来市イエローバスの回数券を進呈。

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。

安来市及びアルテピアが主催する公演にご来場いただき、鑑賞することで支援いただく会員。

有効期間：入会時から2021年3月31日まで

特　　典：●ポイントカード付きの会員証を発行。
●スタッフとして支援いただくごとに5～10ポイント進呈。（支援内容によってポイントが異なります）
●10ポイント貯まると主催公演のチケット代やアルテピアの施設利用料に使用できる
　500円分のクーポン券か安来市イエローバスの回数券を進呈。

安来市及びアルテピアが主催する公演で
裏方、チケットもぎり、会場整理など、スタッフとして支援いただく会員。
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第393回

JTB旅行文化講演会

第2期「市民でつくる開館記念事業」大募集！

施設のご案内

「アルテピアパートナーズクラブ」
メンバー募集中！

劇団四季ファミリーミュージカル

ガンバの大冒険

講師／美輪 明宏（歌手・俳優・演出家）

アルテピアの小ホールは通常の座席仕様から、平土

間仕様にも変更可能！全面が舞台（1階の床）と同じ

面になるんです。平土間仕様にした場合は飲食OK！ 

懇親会などのパーティー会場としてもお使いいただけ

ます。また、広めの展示会場としてもお使いいただけ

たりと、様々な用途に対応可能な多目的ホールです！

展示室には「スライディングウォール」といって常設の展

示パネルがあります。天井のレールに沿って自由に移動

できるので思い通りのレイアウトが可能です♪スライディ

ングウォールにはピクチャーレールも付いています。先日

行われた安来市美術展では隣の会議室と部屋を繋げて

使用していました。

アルテピアの駐車場は約500台駐車可能でしかも無料！

通常お客様が停められる駐車場は第１～第４まであり、

さらに「調整池」という川の水嵩を調整するためのスペース

も、晴れの日には駐車場として使用できます。

アルテピアの駐車場が白いのは、路面の
温度の上昇を抑制するためなんです！暑
い日に触ってみるとよく分かりますよ。

営業時間：9：00～15：30（LO15：00／休館日を除く）

手作りの種類豊富なパンや、たい焼きやドーナツなどなど

小腹に嬉しいメニューがそろっています♪そしてなんと！人

気のモーニングセットが朝だけでなく営業時間内いつで

も提供可能になりました。

こけら落とし公演を終えて

開館記念事業一覧

松竹大歌舞伎／中ノ森めぐみコンサート

Even t  Repor t

P ick  Up  Even t

Even t  I n fo rma t ion

「しまね映画祭」をお手伝いいただいた、

ナビゲート会員Ｋさんに感想を伺いました！

【豆知識】



チケット
発売中

撮影／御堂義乘

アルテピア以外のプレイガイドにつきましては総合案内までお問い合わせください。

月号

11月3日（金・祝）～11月26日（日）
展示室

開場／9：30～17：00（16：30最終入場）（休館日 火曜日）

コンサート

入場料／［当日］¥600 高校生以下無料■

■

■

■

■
■
■

■
■

本池秀夫̶革の世界展̶

9月18日（月・祝）開催

9月24日（日）開催

開館記念事業一覧

各公演の
チケットの
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（9：00～19：00／火曜休館）

記念すべきアルテピアのこけら落とし公演、「松竹大歌舞伎」は昼公演・夜公

演ともに満員御礼となりました！前日の夜には台風が接近しており、開催で

きるか否か…という状況でしたがアルテピアのためでしょうか!? 当日は台

風も過ぎ去り晴天となりました。当日は早くから大勢のお客様がいらっしゃ

り、急遽展示室を開放して待機スペースを設けるほどでした！

公演の内容については、事前に開催した歌舞伎プレセミナーやイヤホンガ

イドのレンタルの助けもあり、歌舞伎を観るのは初めてというお客様にも楽

しんでいただけたようです♪スタッフも開館後初めての一大イベントを終

え、ほっと一息です。

続いては小ホールのスタインウェイピアノのこけら落としコンサートです！

中ノ森めぐみさんによる繊細かつ力強いピアノソロ演奏と、スタインウェ

イのクリアで艶のある音色が合わさり、ピアノ開きに相応しい、素晴らし

いコンサートとなりました。こちらもチケットは前日までに完売！プロの

演奏をより良い席で観ようと、開場前から多くのお客様が列を作られて

いました。コンサート終了後には中ノ森めぐみさんによるサイン会も開催

し、お客様と中ノ森さんの交流の場となりました。

レザーアートの第一人者である本池秀夫は世界で屈指の、革を使用したアーティ
スト。全国各地で年間約10万人を動員する魅力ある展示会を、ここ安来の地で初
開催致します。人形、動物、壁絵のレザーアートを展示し、動物シリーズのゾウは
頭頂部まで約4メートル近くはあるダイナミックな作品です。本池秀夫の革の世
界を自由に体感しお楽しみください！

E V E N T  I N F O R M AT I O N
演劇・舞踊 展示

誰もに親しまれ、今もなお人気のＮＨＫの長寿番組「ＮＨＫのど自慢」が当ホール
で開催決定！皆で盛り上がりましょう♪

ＮＨＫのど自慢

T ICKE
T

Pick Up Event

Pick Up Event

Pick Up Event

2018年1月7日（日） 大ホール

料金（全て税込）／一  般／［Ｓ席］￥4,000 ［Ａ席］￥3,000
子ども／［Ｓ席］￥3,000 ［Ａ席］￥2,000

第393回 JTB旅行文化講演会
2018年2月10日（土） 大ホール

開場／12：30　主催者挨拶／13：30～13：45　講演／13：45～15：15
受講料／無料　　■ 定員／1,000名（要予約・先着順・小学生以上）
受付開始日時／2017年12月4日（月） 10：00スタート（定員になり次第終了）

講師／美輪 明宏（歌手・俳優・演出家） ■ 演題／『生きやすい生き方』

㈱JTB 中国四国IC事業部
TEL：0859-33-5822（受付時間：平日10:00～17：00）
FAX：0859-33-6088
Eメール：bunkakoenkai@cs.jtb.jp

※当日は手話通訳がつきます。

安来市 文化スポーツ振興課　ＴＥＬ：0854-23-3039　ＦＡＸ：0854-23-3155お問い合わせ

第1期開催事業

● H30/2/25（日）

● H30/3/4（日）

● H30/3/11（日） 

● H30/3/18（日）

● H30/3/24（土）

やすぎ和太鼓まつり

山陰のまんなかで手をつなごう～音・食・農を体感しよう～

新春チャリティー演歌の集い

安来高校吹奏楽部第３４回定期演奏会

グルーヴィンラボ 定期演奏会

● H29/12/2（土）

● H29/12/16（土）

● H29/12/17（日）
 

● H30/2/18（日）

日本遺産指定記念 卜藏新田 講演会及び演劇

HANZO バースデーコンサート

－安来商工会議所創立60周年記念－
安来ふるさと大使「HANZO・桂吉弥」慶演会

安来ウィンドオーケストラ第14回定期演奏会

（平成30年4月下旬～平成30年9月実施分）募集期間／平成29年11月30日（木）まで

施設利用料金を無料とします。ただし、附属設備利用料金は有料。

「アルテピア開館記念」等と銘打って、
皆さんの企画した事業を実施してください。

大募集！
開館記念事業 第2期募集

❶施設利用料金が無料！ 『アルテピア開館記念』等の
名称を付与してください

市、指定管理者の広報媒体を使って、広報を行います。
❷市・指定管理者が広報の支援！

安来市総合文化ホールのオープンを記念して、市民の皆さんとともに歩む新しい施設の門出を祝う事業を募集

します。多くの市民の皆さんが参加・鑑賞できる事業で、文化芸術に関する事業を予定されている団体の方から

のご応募をお待ちしております。
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Event Report

オレはガンバ、町に住んでるネズミだよ。何不自由ない平和な生活をおくっていたある日、
海の向こうで仲間たちが残酷なイタチ・ノロイー族に襲われていることを知ったんだ。この
まま放っておくわけにはいかない。大海原へ冒険の旅に出たオレたちを待っていたのは…

12月10日（日） 大ホール 

■出演／五木ひろし・坂本冬美　■司会／小田切千アナウンサー

■開場／17：00　開演／17：30～19：30（予定）
■料金／前売・当日ともに500円（税込）

開場／13：30　開演／14：00 
上演時間／約1時間50分（休憩含む）

12：15～13：00
総合テレビ・ラジオ第1 全国放送・国際放送

12月23日（土） 小ホール

安来市在住のサクソフォン奏者 澤田利明を中心に
山陰在住のプロミュージシャンたちが集結！

地域アーティスト発掘コンサート

2018年1月28日（日） 大ホール
陸上自衛隊の音楽隊による入場無料のコンサート！皆様お
なじみの曲からピックアップして演奏♪

自衛隊
スマイルコンサート

2018年3月3日（土）～3月18日（日）
展示室 
子どもから大人まで今なお幅広く愛され続ける、相田みつ
をの温かく人間味にあふれた書とことばの作品展です。

相田みつを作品展

2018年3月25日（日） 大ホール
「いないいないばあっ！」キャラクターのワンワンが繰り
広げる、うたとおどりの楽しいステージショーです♪

NHKワンワンと
あそうぼうショー

お申込み先
お問い合わせ

申込方法

※子どもは3歳以上小学生以下。3歳未満の入場不可　※当日券は全て500円増し

※出場・観覧の申込は締め切りました。

ファミリーミュージカル

市民でつくる市民でつくる

力を合わせてみんなを守れ！ネズミたちの大海原への冒険が、今始まる。

会期終了
間 近

チケット
発売中

波乱万丈な体験からくる、人生を語る言葉は、多くの人を勇気づけています。

住所・氏名・性別・電話・FAX・参加人数
（最大4名まで）をお知らせ・ご記入の上、
電話・FAX・Eメールのいずれかでお申し
込みください。


