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

令和4年 5月分

令和3年 11月分

令和3年 6月分

1(土)

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(日)

大ホール(練習)

マルチホール(練習)、会議室等

―

令和4年 6月分

令和3年 12月分

令和3年 7月分

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

―

受付開始日

5月

6月

休館日
5／6（木）・11（火）・18（火）・25（火）

News
アルフォーレ

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。

※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。

4／6（火）・13（火）・20（火）・27（火）

柏崎 市文化 会館アル フ ォーレ 情報誌

スマート
フォンは
こちら→

携帯
電話は
こちら→

Ⓒ岡本隆史

創立40周年ツアー

鼓童ワン・アース・ツアー2021「鼓」
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

[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。

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

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／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

ⒸTakashi Okamoto

CDリリース記念 横坂 源 チェロ・リサイタル

順不同敬称略（2021年3月20日現在）

令和３年度自主事業のご案内
（公益財団法人かしわざき振興財団）
〒945-0054 新潟県柏崎市日石町4番32号
TEL.0257-21-0010 FAX.0257-21-0011

市役所

令和３年度 アルフォーレ
柏崎市民文化祭 参加団体募集

●

【開館時間】午前9時～午後10時

スタインウェイ&ヤマハが弾ける♪

※全館で夜間利用がない日は午後８時で閉館

ピアノ演奏体験

※12月～2月…午後７時閉館

【受付時間】午前9時～7時
【休 館 日】火曜日（祝日の場合は翌平日）
【ホームページ】http://www.artforet.jp/

●ＪＲ柏崎駅より徒歩約7分
柏崎市文化会館アルフォーレ

参加者募集

●柏崎Ｉ.Ｃより車で約10分

無料駐車場約500台（車椅子・思いやりスペース20台含む）
Kashiwazaki City Performing Arts Center , Art-forêt

｜Vol.55｜ 2021年4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

4 ‐5
月

月

Vol.55

Art foret

施設利用のご案内

< 2021年４・５月 イベントカレンダー >
開催日

♪ アルフォーレ自主事業 チケット情報 ♪
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鼓童ワン・アース・ツアー2021 「鼓」

（土）

開演

イベント名

会場

13:45

14:30

柏崎芸術協会第514回例会
神田伯山 独演会

14:30

NHK新潟放送局開局90周年記念
15:00
みんなDEどーもくん！公開収録

Event Calendar

入場料

お問合わせ

４月

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。

創立40周年ツアー

開場

大ホール
14:00開演(13:00開場)

4
(日)

大ホール

前売券は完売しました
※新潟県内在住の方限定

柏崎芸術協会
0257-22-5898
(平日13～18時まで連絡可)
NHK新潟放送局

11
(日)

申込受付は終了しました
大ホール
※当選者のみ

025-230-1622
柏崎市教育委員会 文化・生涯学習課

0257-20-7500

創立40周年となる太鼓芸能集団「鼓童」の記念作品
7年振り待望の柏崎公演！
大ホール
歴代の代表演目に新曲を織り交ぜた舞台
[第１部]10:00開演(9:30開場)
[第２部]13:30開演(13:00開場)
ホールに響き渡る太鼓の音をお楽しみください。
[第３部]14:45開演

入場料金

全席指定 6,200円(税込) ※未就学児入場不可

チケット販売

【賛助会員優先発売】4/22(木) 9:00～
※アルフォーレ電話予約13:00～
(予定枚数に達し次第販売終了)

【一般発売】4/24(土) 10:00～
※ｱﾙﾌｫｰﾚ電話予約13:00～

プレイガイド

8
(土)
16
(日)
22
(土)
23・24
(日・月)
30
(日)

大ホール

大ホール

要申込み
一般入場不可

文化会館アルフォーレ

11:00

11:30 日本舞踊 創松会・長唄三味線 松扇会 発表会

大ホール

入場無料
※要入場整理券

日本舞踊 創松会・長唄三味線 松扇会

13:15

14:00 CDリリース記念 横坂源チェロ・リサイタル

大ホール

3,000円

文化会館アルフォーレ

13:30

14:00 小林正行 テノールリサイタル

大ホール

1,000円

0258-78-3485(小林)

―

ピアノ演奏体験（スタインウェイ・ヤマハ）
※弾き比べ可能
柏崎フィルハーモニー管弦楽団
14:00
第14回しおかぜコンサート
―

13:30

大ホール
大ホール

要申込み
一般入場不可
1,000円
※高校生以下無料

0257-22-4656(目黒)

文化会館アルフォーレ
柏崎フィルハーモニー管弦楽団

090-4837-8629(須田)

[日時] 4月29日(木祝) 、30日(金) 11:00～20:00 【ヤマハ】
5月23日(日) 、24日(月) 11:00～20:00 【スタインウェイ・ヤマハ】

横坂源チェロ・リサイタル

セカンド・アルバムを収録したホールで紡がれるロマン派の美しき旋律を
ぜひご堪能ください！

※弾き比べ可能です

[対象] 小学生以上の個人またはグループ
[演奏時間] 1組30分 (最長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

(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。)

[申込方法] 電話にてお申込みください。

Ⓒ岡本隆史

好評発売中！

ピアノ演奏体験 参加者募集

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！

【WEB予約のみ】
・ローソンチケット
・セブン-イレブン(セブンチケット)大ホール
・TeNYオンラインチケット

【 チケット発売情報 】

スタインウェイ&ヤマハが弾ける♪

募集

主催／TeNYテレビ新潟
共催／柏崎市文化会館アルフォーレ(公益財団法人かしわざき振興財団)
企画・製作／北前船

■全席自由

ピアノ演奏体験（ヤマハ）

５月

※詳しいチケット発売情報はチラシ、HPをご覧ください

■5月16日(日)

―

※上記内容は令和3年3月20日現在のものです。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。
※表示の入場料金額は税込です。 ※チケットの取り扱い、販売期間や他のプレイガイド等は主催者へお問い合わせください。

TeNYチケット専用ダイヤル：025-281-8000
15:00開演 (14:30開場)

CDリリース記念

―

アルフォーレ
【電話予約】

Ⓒ岡本隆史

29・30
(木祝・金)

LINE
UP

※詳細は要項をご覧ください。

令和３年度 自主事業のご案内
・令和3年度自主事業として内容が決定し情報公開可能な公演を掲載しています。この他の公演につきましては決定次第お知らせいたします。
・また今後の社会情勢により日程や内容が変更(中止・延期を含む)となる場合もあります。
※【3月20日現在】

4/11 (日) みんなDEどーもくん！公開収録 (共催)

11/21 (日) 柏崎古典フェスティバル アルフォーレ特選寄席

5/16 (日) CDリリース記念 横坂源チェロ・リサイタル

11/28 (日) 柏崎古典フェスティバル 日本の伝統楽器

7/10 (土)

創立40周年ツアー

鼓童ワン・アース・ツアー2021「鼓」(共催) R4 1月予定 第4回 アルフォーレピアノリレーコンサート

10/21 (木) 柏崎古典フェスティバル 舞踊劇「綾子舞物語」(共催)

14：00開演（13：15開場） 大ホール ※未就学児入場不可

10/30 (土) クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル

2月予定 アルフォーレ 子どもステージフェスティバル
2/23 (水祝) 池辺晋一郎 音楽の不思議

3,000円(税込) ※大学生以下５００円引き(アルフォーレのみ取り扱い)

■出演

横坂 源（チェロ）、加藤洋之(ピアノ)
■プレイガイド 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)
■プログラム シューマン：アダージョとアレグロ 作品70
メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ第２番二長調 作品58 ほか
※内容は変更となる場合があります。

★アルフォーレにてセカンド・アルバム発売中！
※ 公演やイベントに関して、今後の社会情勢により変更（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。

ⒸTakashi Okamoto

募集

令和３年度 アルフォーレ柏崎市民文化祭 参加団体募集
市民文化活動支援事業「アルフォーレ柏崎市民文化祭」の参加団体には、
会場提供や広報協力の支援をしています。(詳細は、4月下旬に公表する要項をご覧ください。)
2021年1月5日(水)～2月28日(月)に大ホール・
マルチホールで本番利用として開催する事業で、
趣旨に幅広く一般市民に公開されること。
音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、美術など。
柏﨑市内に活動拠点を置く団体等

(1)会場提供…会場利用料の免除は
準備・本番含めて連続3日まで
(附属設備利用料は免除の対象外)
(2)広報協力…総合チラシの作成提供等
大ホール…6月2日(水)～7月31日(土)
マルチホール…8月1日(日)～9月30日(木)

