
　　 （公益財団法人かしわざき振興財団）

〒 　新潟県柏崎市日石町 番 号945-0054 4 32

TEL.   0257-21-0010 FAX.0257-21-0011

【開館時間】午前９時～午後 時10
　　　　　　　※全館で夜間の利用がない日は午後８時で閉館 

【受付時間】午前９時～午後７時

【休 館 日】火曜休館    （祝日の場合は翌平日）  

【ホームページ】http ://www.artforet.j p/ 柏崎市文化会館アルフォーレ

●ＪＲ柏崎駅より徒歩約７分 ●柏崎Ｉ Ｃより車で約 分. 10

 無料駐車場約 台500 ( 20 )車椅子・思いやりスペース 台を含む

アルフォーレでの

チケット購入方法
自主事業公演のみ

受付時間：午前９時～午後７時

※発売初日は異なる場合があります。

窓口販売

・現金払いのみ

電話予約　

・窓口受取（現金払い）

・郵送または当日受取（振込・現金書留）

・代金引換（宅配業者へ現金払い）

※発売初日の午後１時～

メールマガジン登録受付中

アルフォーレの( )主催・共催

公演情報や
チケット発売等の情報を
メールでお届けします！
( )通信料はかかります

★メールマガジンの登録・解除は、
   下記ＱＲコードをスマートフォン
   または携帯電話で読み取ってください。

スマート
フォンは
こちら→

携帯
電話は
こちら→

[年会費] [入会金]　個人 , 円／法人 , 円～　　　 , 円2000 10 000 1 000 （個人会員のみ）　

[個人賛助会員特典]　アルフォーレ主催事業の優先販売　 　アルフォーレ主催事業のチケット５％割引　 　情報誌郵送等の情報発信｜ ｜
　　　　　　　　　　　　　　※特典は、事業によって異なる場合があります。

私たちは、アルフォーレの芸術文化事業を支援しています

ー 充実した事業実施や文化活動の普及のため、アルフォーレを応援、支援してくださる賛助会員を募集しておりますー  

施設利用申込受付開始日 

施設利用のご案内

～会社・団体・個人で を利用してみませんか～アルフォーレ

アルフォーレには、大ホールやマルチホール以外にも様々な施設があります。
区分利用（午前・午後・夜間）のほか、時間利用（２時間～）も可能です。
各施設の空き状況について、お気軽にお電話でお問い合わせください。また、
ホームページからもご確認いただけます。

　　　会議室( )連結利用 練習室( )大 ワークスペース ミーティングルーム

大・中・小の３室あり
間仕切りの移動が可能
例）会議、講演会等

大・小の２室あり
防振・防音機能
例）音楽・舞踊の練習等

来場者の目に留まり
やすい空間
例）展示、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等

少人数の会合や
打ち合わせに
例）勉強会等

※保守点検日、自主事業等で利用で

きない日もありますので事前に空き

状況をお問い合わせください。 

法人の皆様から企業メセナとしてのご支援をお待ちしております。ご芳名の

の掲載などの特典があり、賛助会員は規則上の優遇措置が受けられます。 

2(水) 大ホール(本番) マルチホール(本番)

＜時間利用＞

大ホール(舞台面）

マルチホール、会議室等

3(木) 大ホール(練習) マルチホール(練習)、会議室等 ―

令和3年 10月分 令和3年 4月分 令和2年 11月分

1（木） 大ホール(本番) マルチホール(本番)

＜時間利用＞

大ホール(舞台面）

マルチホール、会議室等

2(金) 大ホール(練習) マルチホール(練習)、会議室等 ―

10月

令和2年 10月分

9月

　　　　予約可能日

受付開始日
令和3年 9月分 令和3年 3月分
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柏崎市文化会館アルフォーレ情報誌

アルフォ ーレ

KA SHI WAZAK I-CITY PE RFORMING A RTS CENTER

A
rt

 f
o

re
t

 

‐ 
2020 

8 9 月    月 

Vol.51 

　　9／1（火）・8（火）・15（火）・23（水）・29（火）

　　10／6（火）・13（火）・20（火）・27（火）

休館日

○ご予約・ご購入いただいたチケットの 

キャンセル・変更はできません。 

○車椅子席の電話予約は、発売初日も 

窓口販売時間から受け付けます。 

○発売初日の電話予約時間までにチケット 

が完売した場合、電話予約の受付は 

ありません。 

○チケット郵送をご希望の場合は、郵送料 

一律 400 円（簡易書留）がかかります。 

○託児室をご利用の場合は、お問い合わせ 

ください。 

柏崎古典フェスティバル2020 

ワンコインで楽しむ日本の伝統楽器 
箏と尺八の響き 

柏崎古典フェスティバル2020 

アルフォーレ特選寄席 東西！華の競演 
春風亭昇太・桂 雀々・桂 歌助・柳家小菊 

アルフォーレ 

新しい生活様式による吹奏楽・室内楽コンサート 

News



 

アルフォーレをご利用の皆様へご協力のお願い 

新型コロナウイルス感染症の対策方針として一部利用条件を設けております。 

引き続きご利用の皆様には当面の間、下記事項を徹底していただきますよう 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

■利用団体の代表者は、当日来館される方全員の健康状態(体温計測など)の把握をお願いします。 

  また参加者の氏名および緊急連絡先の把握をお願いします。 

■施設内では全員マスクを着用(活動時も)してください。あわせて咳、くしゃみのエチケットにもご配慮ください。 

■来館時に出入口や各お部屋エリアにて手指消毒をお願いします。また利用規模(大ホール・マルチホール)により、 

 自主的に主催者様も消毒、除菌対策の準備と周知、対応をお願いします。 

■各施設の利用可能人数は定員の1/2以内としております。またご利用の際は人と人との間隔を空け、密集や 

 対面を避けるようなご利用をお願いいたします。 

■機械換気をしておりますが、こまめな休憩で窓、ドア開放による換気もお願いします。 

■「キッズルーム、市民ラウンジ２階」は引き続き当面の間閉鎖します。 

■貸館のお部屋での飲食は可能ですが、食事は「弁当形式」でお願いします。なお、オードブル形式の 

 宴会はご遠慮ください。 

■貸館申込の際は、「施設ご利用チェックシート」へのご記入、ご提出をお願いしております。 

                     ※公演やイベントに関して、今後の状況により変更（中止・延期）になる場合があります。 

                        詳しくはアルフォーレの公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 

世界で活躍する奏者を迎えて、古典から現代までの幅広い楽曲をはじめ 

和楽器の魅力を、楽器や奏法の紹介とともにお楽しみください。 

全席自由 500円 限定70名 ※未就学児入場不可 

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館 

【賛助会員優先販売】9/3(木)  9:00～ 電話予約13:00～ 

【一般発売】9/5(土) 9:00～   電話予約13:00～  

黒田鈴尊（尺八）、岡村慎太郎（箏・三絃） 

入場料金 

チケット発売 

プレイガイド 

出 演 

11/1
（日） 

柏崎古典フェスティバル２０２０                                        
ワンコインで楽しむ日本の伝統楽器                   マルチホール 

 箏と尺八の響き                 14:00開演 (13:30開場)  

主催/柏崎市文化会館アルフォーレ、古典を活かした柏崎地域活性化事業実行委員会 

黒田鈴尊  岡村慎太郎 

チケット発売 

出 演 

プレイガイド 

入場料金 

多才さで着実に頂点を極め、存在感は周知の通り春風亭昇太。大阪の気風を全身

で表現する上方の星ともいえる存在の桂 雀々。新潟県出身の桂歌助。新内の太夫

でもある柳家小菊。古典も新作もパワフルに演じる東西落語家両雄の共演です。

賑やかにご堪能ください。 

【賛助会員優先販売】8/20(木) 9:00～ 電話予約13:00～ 

【一般発売】8/22(土) 9:00～   電話予約13:00～  

全席指定 1階席 4,000円  2階席 3,000円   

※未就学児入場不可 

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館 
セブン-イレブン（セブンチケット） 

春風亭昇太、桂 雀々、桂 歌助、柳家小菊 

主催/柏崎市文化会館アルフォーレ、古典を活かした柏崎地域活性化事業実行委員会 

春風亭昇太 

桂 歌助 

桂 雀々 

柳家小菊 

11/8
（日） 

柏崎古典フェスティバル２０２０                                        
アルフォーレ特選寄席 東西！華の競演                       大ホール 

 春風亭昇太・桂 雀々・桂 歌助・柳家小菊     14:00開演 (13:15開場)  

EVENT 令和２年度 事業ご案内（予定） 

◆（延期未定）   

◆ 9月6日(日)  
          

◆11月1日(日)    
                        

◆11月8日(日)  
                     
                      

◆11月29日(日) 
                       

◆1月17日(日)   

◆3月1日(月)  
                    

◆3月14日(日)   

◆ （未定）   

 【座席について】  
    適切な間隔を取るため通常の座席数よりも減らし、新型コロナウイルス感染拡大防止策をとった席となります。 

      お連れ様であっても間隔を空けて着席していただきます。 

      大変ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

めざましクラシックスin柏崎（共催）  

アルフォーレ 
新しい生活様式による吹奏楽・室内楽コンサート  

柏崎古典フェスティバル2020 
ワンコインで楽しむ日本の伝統楽器「箏と尺八の響き」 

柏崎古典フェスティバル2020  
アルフォーレ特選寄席 東西！華の競演 
春風亭昇太・桂 雀々・桂 歌助・柳家小菊  

柏崎古典フェスティバル2020 
綾子舞アルフォーレ公演（共催） 

第３回  アルフォーレピアノリレーコンサート  

池辺晋一郎 音楽の不思議 
文化とスポーツの出会い トーク＆コンサート  

牛田智大 ピアノ・リサイタル  

アルフォーレ子どもステージフェスティバル 

令和３年 

 

スタインウェイ&ヤマハが弾ける♪ 

ピアノ演奏体験 参加者募集 

[日  時]      

   8月23日(日) 11:00～20:00 【ヤマハ】                                                                                         

       8月24日(月) 11:00～20:00 【ヤマハ】             

     8月28日(金) 11:00～20:00 【スタインウェイ】                

   8月29日(土) 11:00～20:00 【スタインウェイ】 

世界的ピアニストも絶賛する 

アルフォーレの大ホールで 

フルコンサートピアノを弾いてみませんか？ 

ホールの“極上の響き”をぜひご体感ください！ 

[演奏時間]  1組30分 (連続2 時間まで) 

[参加料金]  30分につき1組1,000円 

[演奏形態]  ピアノ1台につき1人の演奏 

[申込方法]  お電話にてお申込みください。 

(歌・合唱不可、他楽器との合奏については 

お問い合わせください。) 

募集 

柏崎フィルハーモニ管弦楽団、柏崎市吹奏楽団、 

県立柏崎高等学校吹奏楽部、県立柏崎総合高等学校吹奏楽部、 

県立柏崎翔洋中等教育学校吹奏楽部、新潟産業大学附属高等学校吹奏楽部 

全席自由 入場無料 

※未就学児入場不可    

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館 

9/6
（日） 

アルフォーレ                        大ホール  
新しい生活様式による吹奏楽・室内楽コンサート    13:00開演 (12:15開場)  

コロナ禍での新たなコンサートスタイルを体感していただくコンサートです。 

出 演 

入場料金 

入場整理券配布 

プレイガイド 

主催/柏崎市文化会館アルフォーレ  後援/柏崎市、柏崎市教育委員会 

8/10（月祝） 9:00～ 

★要入場整理券 
（お一人様２枚まで） 


