アルフォーレでの

チケット購入方法

～会社・団体・個人でアルフォーレを利用してみませんか～
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。

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

※発売初日の午後１時～

・窓口受取（現金払い）
・郵送または当日受取（振込・現金書留）

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

大・小の２室あり
防振・防音機能

来場者の目に留まり
やすい空間

例）会議、講演会等

例）音楽・舞踊の練習等

少人数の会合や
打ち合わせに

例）展示、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等

例）勉強会等

練習室( 大)

会議室( 連 結 利 用)

○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。

施設利用申込 受付開始日
予約可能日
受付開始日

1月

令和4年

令和3年

7月分

令和3年

2月分

4(月)

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

6(水)

大ホール(練習)

マルチホール(練習)、会議室等

―

令和4年

2月

1月分

2月分

令和3年

8月分

令和3年

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(水)

大ホール(練習)

マルチホール(練習)、会議室等

―

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)

※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。

12／1（火）・8（火）・15（火）・22（火）・29（火）

年末年始

1／5（火）・12（火）・19（火）・26（火）

2020.12/29(火) ～ 2021.1/3(日)

休館日

休館日のお知らせ

News

メールマガジン登録受付中

3月分

1(月)

柏崎 市文化 会館アル フ ォーレ 情報誌

★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→

[年会費] 個人2,000円／法人10,000円～
[入会金] 1,000円（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。

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。

株式会社ブルボン ／ 株式会社植木組／二幸産業株式会社新潟支社
中村石油株式会社／株式会社リケン柏崎事業所／柏崎サンブン協同組合
日本メッキ工業株式会社／東北工業株式会社／北越空調株式会社／株式会社アスカ／日新設備工業株式会社／柏崎農業協同組合
株式会社わたじん／株式会社かしわ堂／山田工業株式会社／柏崎信用金庫／コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
株式会社イヅミ総業／ヤマハサウンドシステム株式会社／セコム上信越株式会社
株式会社ノザワ広宣社／株式会社松美鉄工所／医療法人公仁会／株式会社オオガケ／株式会社新野屋／株式会社柏善社／原酒造株式会社
翠光建材株式会社／株式会社スタジオファムエール／有限会社山田工業／株式会社高忠商店／株式会社柏崎マリン開発／株式会社不二美術印刷／サンワーズ株式会社
株式会社柏崎インサツ／有限会社大日商会／株式会社小林文英堂／株式会社創風システム／株式会社阿部建設／株式会社竹内電設／株式会社一越

ⒸAriga Terasawa

順不同敬称略（2020年5月31日現在）

池辺晋一郎 音楽の不思議

Vol.53

“文化とスポーツの出会い”トーク＆コンサート
（公益財団法人かしわざき振興財団）

牛田智大 ピアノ・リサイタル

〒945- 0054 新潟県柏崎市日石町4番32号
TEL.0 25 7-21-0 01 0 FA X. 0257- 21- 0011

令和２年度

【開館時間】午前９時～午後10時
※12月～2月…午後7時閉館

【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】h ttp ://www. artf oret.j p/

市民文化活動支援事業

アルフォーレ柏崎市民文化祭

※全館で夜間の利用がない日は午後８時で閉館
●ＪＲ柏崎駅より徒歩約７分 ●柏崎Ｉ.Ｃより車で約10分
柏崎市文化会館アルフォーレ

無料駐車場約500台(車椅子・思いやりスペース 20 台を含む )
KA SH I WAZ AK I - C I T Y PE R FO R M I N G A RT S C EN T ER

｜Vol.53｜ 2020年12月1日発行 発行：柏崎市文化会館アルフォーレ （指定管理者：かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業体）

2021

12 ‐1

ⒸMarco Borggreve

携帯
電話は
こちら→

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

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

2020

Art foret

施設利用のご案内

< 2020年12 ・ 2021年1月 イベントカレンダー >
開催日

令和２年度 市民文化活動支援事業

2021.

「アルフォーレ柏崎市民文化祭」

参加事業

アルフォーレ柏崎市民文化祭は、参加団体に会場提供や広報の協力を行い、文化活動を支援する事業です。
本年度は下記事業が参加します。
※下記内容は変更になる場合があります。

開場

開演

イベント名

会場

入場料

Event Calendar

お問合わせ

1月

4（月）

16:00

－

令和３年 新年賀詞交換会

大ホール

要事前申込み

10(日)

8:30

－

令和３年 柏崎市消防団出初式

大ホール

―

柏崎市 総合企画部総務課秘書広聴係

0257-21-2355
柏崎市消防本部 消防総務課消防団係

0257-24-1345

※上記の内容は令和２年11月２０日現在のものです。最新の情報はアルフォーレホームページにて随時お知らせします。
※内容が変更になる場合がございます。また、上記予定には主催者のご都合により掲載しないイベントもありますのでご了承ください。

大ホール

1/17 第３回アルフォーレ ピアノリレーコンサート
（日）

[第１部]10:00開演(9:30開場)
[第２部]13:30開演(13:00開場)
[第３部]14:45開演

市 内 外 の 参 加 者 が 日 頃 の 練 習 の 成 果 を 披 露 し ま す。ピ ア ノ・ソ ロ の ほ か、
他の楽器とのアンサン ブルや声楽など、多彩な演奏を 響きの良いホールで
お楽しみください。

全席自由

入場料金

入場無料 ※当日直接お越しください

♪ アルフォーレ自主事業 チケット情報 ♪
下記2公演は新型コロナウイルス感染症拡大防止への対策として、座席の間隔を空け、定員を減らした公演となります。

3/1
（月）

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

主催／柏崎市文化会館アルフォーレ

2/7（日）

Beautiful Harmony ～春を呼ぶコンサートⅡ～

入場料金

入場無料

大ホール
19:00開演(18:15開場)

東京2020オリンピック・パラリンピックは世界的な「スポーツ」の祭典、
さらには「平和」「文化」の祭典でもあります。
文化とスポーツにまつわる楽しいお話と素敵な音楽をお楽しみください。

大ホール

出演

15:00開演 (14:30開場)

入場料金

※当日直接お越しください

チケット発売

主催・お問い合わせ／女声アンサンブル ラ☆ルミネ TEL 0257-22-9172（大矢）

池辺晋一郎（作曲家）
青柳正規（東京2020文化・教育委員会委員長、前文化庁長官）
瀬尾久仁＆加藤真一郎（ピアノデュオ）

全席自由 1,000円 ※未就学児入場不可
【賛助会員優先発売】12/3(木) 9:00～
【一般発売】12/5(土) 9:00～

2/11(木祝)～14(日)

第63回柏崎市美術展覧会（市展）
入賞作品展

マルチホール＜2/11＞13:00～19:00
＜2/12・13＞9:00～19:00
＜2/14＞9:00～15:00

電話予約13:00～

電話予約13:00～

わたじん楽器ララフィのみ 10:00～

プレイガイド

ⒸMarco Borggreve

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館、
わたじん楽器ララフィ、セブン-イレブン（セブンチケット）

共催／柏崎芸術協会（第512例会）

入場料金

入場無料

※当日直接お越しください

主催・お問い合わせ／柏崎市教育員会 文化・生涯学習課 TEL 0257-20-7500

2/21(日)～23(火祝)

第1回ピアノ協奏曲マスターコース
＆修了演奏会inアルフォーレ 講師：福間洸太朗
入場料金

2/21・22 1,000円（聴講のみ）
2/23
入場無料

3/14
（日）

＜2/21・22＞大ホール 10:00～18:00
＜2/23＞大ホール 15:00開演

牛田智大

ピアノ・リサイタル

大ホール
14:00開演(13:15開場)

日本のクラシックピアニストとして史上最年少12歳でデビュー。
第10回浜松国際ピアノ・コンクールにて見事第２位に輝き、全国各地の演奏会
で活躍する彼の「オール・ショパン・プログラム」をぜひご堪能ください。

入場料金

※いずれも事前申込みが必要

全席指定

S席3,000円 ／ A席2,000円

高校生以下は各チケット500円引き
※未就学児入場不可

[アルフォーレのみ取り扱い]

主催・お問い合わせ／福間洸太朗柏崎後援会 特設ページ http://kashiwazaki-kf.com/mastercourse/

2/27(土)～28(日)

チケット発売

大ホール・マルチホール

冬の音市場2021 Vol.9

＜2/27＞15:00開演（14:30開場）
＜2/28＞11:00開演（10:30開場）

※アルフォーレのみ電話予約13:00～
ⒸAriga Terasawa

プレイガイド
入場料金

2日間共通

全席自由2,000円（前売 1,500円）

※高校生以下無料

主催・お問い合わせ／かしわざき音楽商店街 TEL 0257-24-2235（石川）

※ 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、主催者へ直接お問い合わせください。

[賛助会員優先発売]12/10(木) 9:00～(電話予約13:00～)
[一般発売]12/12(土) 9:00～(ララフィのみ10:00～)

プログラム

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館、わたじん楽器ララフィ
TeNYオンラインチケット、セブン-イレブン(セブンチケット)

ショパン：ピアノ・ソナタ第２番 変ロ短調「葬送」Op.35
ショパン：ポロネーズ第６番 変イ長調「英雄」Op.53

ほか

※内容は変更になる場合があります。

協力／わたじん楽器、柏崎音楽協会 後援／TeNYテレビ新潟

