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TAKE FREE

2018年5月／6月 イベントスケジュール

「アルテピアパートナーズクラブ」メンバー募集中！

南こうせつ コンサートツアー����～おもかげ色の空～

岸谷 香 KAORI PARADISE ����   The history of Kaori’s line

大ホール探訪ツアー！

ヨーラン・モンソン・プロジェクト （ハガネミュージック）

安来を舞台に繰り広げられる
「HAGANE MUSIC」、いよいよ始動！

Pick  Up  Even t s

I n fo rma t ion
〒692-0014 島根県安来市飯島町70番地　TEL：0854-21-0101　FAX：0854-21-0250

Eメール：arte@artepia.jp　HP：http://www.artepia.jp

アルテピアファン！ 2018.3-4月号　編集・発行：安来市総合文化ホール アルテピア　発行日：2018年4月20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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特典：●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。

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。

特典：●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。

6月20日（水） 小ホール
平成30年度 安来市戦没者追悼式

［入場無料］（安来市健康福祉部福祉課　0854-23-3211）
13：00～16：00

6月23日（土） 大ホール、展示室
第24回地域交流会

［入場無料］（社会医療法人昌林会　0854-22-3411）
13：00～15：00（開場12：30）

5月2日（水） 小ホール
第89回安来地区メーデー

［入場無料］（安来市労働組合協議会 0854-22-3127）
18：00～20：00（開場17：30）

5月9日（水） 会議室1
補聴器相談会

（補聴器の店YONAGO 0859-30-3399）

9：30～11：30
［入場無料］

6月13日（水） 会議室1
補聴器相談会

（補聴器の店YONAGO　0859-30-3399）

9：30～11：30
［入場無料］5月16日（水） 小ホール

単独自転車世界一周
夢が叶ったのはみんなのおかげ
…100万回のありがとう！

入場料1,000円（ふしみ和紙アート研究所 0854-28-7475）
13：30～15：40（開場13：15）

5月19日（土）～5月21日（月） 展示室
美術工芸品展示販売

［入場無料］（新日本美術株式会社 072-623-3014）
10：00～19：00（最終日は13：00まで）

5月23日（水）～5月28日（月） 小ホール
平和の文化と希望展

［入場無料］
（創価学会「平和の文化と希望」展 安来展実行委員会
 0852-20-1661）

10：00～20：00（初日16：00開場、最終日18：00閉場）

イベント
スケジュール

2018年

5 6月 コンサート 演劇・舞踊 展示 講演・その他

メンバー募集中！



日時 5月19日（土） 14：00～15：30（13：30～受付）
場所 安来市総合文化ホール アルテピア　大ホール

募集人数 30名程度（先着順）

対象年齢 小学1年生以上

お申し込み お電話（TEL：0854-21-0101）・アルテピア総合案内窓口にて先着順

参加受付 4月27日（金）9：00～

参加費 無料 ＊当日は動きやすい服装、運動靴でお越しください。

大ホール探訪ツアー！
普段立ち入ることができないエリアを探検！
プロの舞台スタッフが扱う照明や音響機材を実際に触って体験してみましょう！
子どもから大人までどなたでもご参加いただけます♪

これがホ
ントの舞

台裏！

5月13日（日）｜小ホール
OPEN 14:30　START 15:00

2018年度アルテピアオリジナル企画

ヨーラン・モンソン・プロジェクト
北欧笛の魔術師と豪華5名のアーティストが贈る
夢のアンサンブル

～あつまれ、ハガネの魂～

北欧のフォーク音楽シーンにおいて、最もエキサイティングでダイナミックなリコーダー・
フルート奏者として広く知られている。8種類以上のリコーダー、フルート、ホイッスルなど
を使いこなし、ベースのように低い音から鶏の声のような高い音まで、笛という概念を超
える演奏スタイルが魅力！

※料金は全て税込みで表示しております。

※料金は全て税込みで表示しております。

Pick Up Event 1 2Pick Up Event

8月3日（金）｜大ホール｜全席指定｜
パートナーズクラブ
会員先行販売

■ 一般前売発売日／4月28日（土） 10:00～
■ 前売価格／7,000円

【プレイガイド】 【お問い合わせ】
ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：62491）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：108-304）

イープラス／http://eplus.jp
安来市総合文化ホールアルテピア総合案内

安来市総合文化ホールアルテピア総合案内／0854-21-0101
キャンディープロモーション広島／082-249-8334

■ 販売期間／4月22日（日）～4月26日（木） 10:00～19:00
■ 会員特別価格／6,000円

開場18：00
開演18：30

※未就学児入場不可

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。
※販売期間内でも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）

3Pick Up Event

Göran Månsson Project 後援：スウェーデン大使館

7月1日（日）｜小ホール
OPEN 14:30　START 15:00

オタヴァ・ヨ
Отава Ё

後援：ロシア大使館

プレイガイド

8月26日（日）｜大ホール
OPEN 14:30　START 15:00

パン ノート マジック
PAN NOTE MAGIC

12月2日（日）｜小ホール
OPEN 14:30　START 15:00

マリヤ・モッテンソン
& フローデ・フェルハイム
Marja Mortensson & Frode Fjellheim

10月6日（土）｜小ホール
OPEN 14:30　START 15:00

ポルカ・ドット・アコーディオン
Polka dot Accordion

後援:ノルウェー大使館

後援：エストニア共和国大使館

南こうせつ コンサートツアー2018
～おもかげ色の空～

8月12日（日）｜小ホール｜全席指定｜
パートナーズクラブ
会員先行販売

■ 一般前売発売日／5月26日（土） 10:00～
■ 前売価格／6,000円

【プレイガイド】 【お問い合わせ】
ローソンチケット／0570-084-006（Lコード：62658）
チケットぴあ／0570-02-9999（Pコード：114-952）

イープラス／http://eplus.jp
安来市総合文化ホールアルテピア総合案内

安来市総合文化ホールアルテピア総合案内／0854-21-0101
キャンディープロモーション岡山／086-221-8151

■ 販売期間／4月28日（土）～5月14日（月） 10:00～19:00
■ 会員特別価格／5,500円

開場15：30
開演16：00

※3歳以上チケット必要
　（3歳未満膝上鑑賞無料。座席が必要な場合は有料）

※アルテピア総合案内でのみ販売いたします。
※販売期間内でも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）

岸谷 香 KAORI PARADISE 2018
The history of Kaori’s line

「はがねの街 安来」にちなんだ、安来ならではの音楽祭がついに始動！

海外のアーティストも集結し、全5回の公演を予定しております。世界

中から注目され、人気急上昇中のアーティストばかり！世界レベルの

パフォーマンスをぜひお楽しみください♪

アルテピアの
夏フェス!
トロピカルな
鉄の音色で
カリブ旅気分♪

ラップランドに太古から伝わる
奇跡の音楽ヨイク「大地のささやき」

ノスタルジックな
秋に出会う
デュオの奏

ロシア民謡、ロック、
映画音楽、コメディ、
ワールドミュージックを
内包する驚異の
新世代バンド！

チケット料金【一般】 前売 2,500円 / 当日 3,000円
【学生】 前売 1,500円 / 当日 2,500円
通し券【５回券】 10,000円（学生 6,000円）

【３回券】   6,500円（学生 4,000円）

全席自由
※未就学児入場不可

安来市総合文化ホール アルテピア  TEL.0854-21-0101
フォト文具いちかわ 広瀬店、フォト文具いちかわ プラーナ店、
安来観光交流プラザ、島根県民会館チケットコーナー、
プラバホール、米子市文化ホール、アクティブ・プロ

ナビゲーター

玉田 玉秀斎
（たまだ ぎょくしゅうさい）

バイリンガル講談師も登場！
日本の伝統話芸で各公演のナビゲート
役を務めます。

※8/26パン ノート マジック公演以外の来日公演を担当


