
 

 

柏崎市文化会館アルフォーレ

★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。

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。 

｜Vol.57｜ 2021年8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） 
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1(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

2(木) 大ホール(練習) マルチホール(練習)、会議室等 ―

令和4年 10月分 令和4年 4月分 令和3年 11月分

1(金) 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(土) 大ホール(練習) マルチホール(練習)、会議室等 ―

10月

令和3年　10月分

9月

　　　　　予約可能日

受付開始日
令和4年 9月分 令和4年 3月分

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） 

※発売初日は13:00～ 

窓口販売 

・現金払いのみ 

受付時間：9:00～19:00 
                 ※発売初日は異なる場合があります。 

施設利用申込 受付開始日  

　　　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

 

施設利用のご案内  

※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。 

〒945-0054 新潟県柏崎市日石町4番32号 

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

【開館時間】 9:00～22:00 
            ※全館で夜間利用がない日は20:00閉館 

（公益財団法人かしわざき振興財団） 

【受付時間】 9:00～１９:00 

【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/ 

市役所 
● 

●ＪＲ柏崎駅より徒歩約7分 ●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） 

ロビーコンサートinアルフォーレ Vol.20 

Kashiwazaki City Performing Arts Center , Art-forêt 

アルフォ ーレ

休 館 日 
 ８／３（火）・１０（火）・１７（火）・２４（火）・３１（火） 

 ９／７（火）・１４（火）・２１（火）・２８（火） 

― 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 ― 

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 

柏崎サンブン協同組合／有限会社サムズアンドコーポレーション 

○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。 

○車椅子席は窓口販売時間から電話予約 

  を受け付けます。  

○チケットが完売した場合は、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。 
 

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） 

アルフォーレでの 

チケット購入方法  [自主事業公演のみ] 
～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。 

2021 

８  ９ 

Vol.57 

月－  月 

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル 
 

柏崎古典フェスティバル2021 

アルフォーレ特選寄席 春風亭小朝 花形独演会 

日本の伝統芸能 津軽三味線の世界 史佳 Fumiyoshi 

©Bartek Barczyk 



 

 

 

大ホール                
[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 

15:00開演 (14:30開場) 

大ホール                

大ホール  

< 2021年 ８・９月 イベントカレンダー > Event Calendar 

  

 11/14
（日） 17:00開演(16:15開場)                

大ホール                

入場料金 

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル 

現代最高と評される世界的ピアニストがアルフォーレへ３度目の

登場。世界で３本の指に入ると絶賛したホールで奏でる極上の響

きをご堪能ください。 

チケット販売 

プレイガイド 

ロビーコンサートinアルフォーレ Vol.20開催 
EVENT 

全席指定   S席  7,000円   A席  5,500円 

※大学生以下各2,000円引き(アルフォーレのみ取扱い）

※未就学児入場不可 

Pickup Event < アルフォーレ主催・共催事業 >  

本号掲載のアルフォーレ主催公演は、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。 

今後の感染状況により、公演が中止や延期になる場合がございます。最新情報はHPをご覧いただくか、直接お問い合わせください。  

季節にちなんだテーマでお届けするロビーコンサート。今回は 
会場をマルチホールに変更して“秋”をテーマに開催します。 

［日時］10月2日(土)14:00～15:00予定 ［会場］マルチホール ［料金］入場無料  

［定員］50名 ［申込］9/13(月)～電話で事前にお申し込みください。（定員になり次第、締め切ります） 

［出演］●宇留嶋瑞穂・村井宏明（ヴァイオリン、ヴィオラ） 
    ／情熱大陸、ロンドンデリーの歌、ｳﾞｧｲｵﾘﾝとｳﾞｨｵﾗのための15の二重奏曲 (バッハ）ほか 

    ●茨木理恵・久保瀬莉奈（フルート、ピアノ）／Ｅａｒｔｈ(村松崇継)、もみじ、君をのせて ほか     

※上記内容は２０２１年7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。 

開催日 開場 開演 イベント名 会場 入場料 お問合わせ 

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 

常に新しい企画に挑み、多くの劇場公演の実績と話題性を積み重

ねて今日の落語ブームを創り上げ、落語界を牽引している春風亭

小朝。古典は深く、新作はドラマチックと評される高座は必見。

第一線で活躍を続ける春風亭小朝の磨き抜かれた話芸と、「水戸

大神楽曲芸」宗家と若宗家揃っての技芸もお楽しみください。 

 11/21
（日） 

柏崎古典フェスティバル2021 

アルフォーレ特選寄席 春風亭小朝 花形独演会 14:00開演(13:15開場)                
大ホール                

入場料金 

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) ※Webのみ 

【賛助会員優先発売】 8/19(木) 9:00～ 

【一般発売】 8/21(土) 9:00～ 
  ※アルフォーレ電話予約13:00～  

チケット販売 

プレイガイド 

全席指定   1階席  3,500円   2階席  3,000円 

※未就学児入場不可 

出演 春風亭小朝 

[水戸大神楽] 柳貴家正楽、柳貴家雪之介 

 11/28
（日） 

柏崎古典フェスティバル2021 

日本の伝統芸能  津軽三味線の世界  史佳 Fumiyoshi 14:00開演(13:15開場)               
大ホール               

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 
共催／柏崎芸術協会(第517回例会) 
 

2019年にニューヨーク・カーネギーホールでの単独公演を成功させ、 

三味線芸術の新たな境地を開く三味線プレイヤー・史佳Fumiyoshiに 

よる「津軽三味線」の魅力と魂の響きをご堪能ください。 

入場料金 

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館 

わたじん楽器柏崎ララフィ 

セブン-イレブン(セブンチケット) 

チケット販売 

プレイガイド 

全席自由 1,500円 ※未就学児入場不可 

曲目 [１部] 津軽よされ節/綜合曲/津軽あいや節/  

         津軽じょんから節  

[２部] 越中小原節/秋田荷方節/ 

   津軽三下りメドレー/即興曲   

【賛助会員優先発売】 8/26(木) 9:00～ 

【一般発売】 8/28(土) 9:00～（ララフィ10:00～） 
  ※アルフォーレ電話予約13:00～  

春風亭小朝 

柳貴家正楽 柳貴家雪之介 

史佳 Fumiyoshi 

高橋竹育 更家健吾 

※曲目・曲順は変更になる 
   場合があります。  

マルチホール 

アルフォーレ、柏崎市産業文化会館 

わたじん楽器柏崎ララフィ 

セブン-イレブン(セブンチケット) ※Webのみ 

【賛助会員優先発売】 9/9(木) 9:00～ 

【一般発売】 9/11(土) 9:00～（ララフィ10:00～） 

  ※アルフォーレ電話予約13:00～  

©Bartek Barczyk 

※曲目は決定次第、HPで 
  お知らせいたします。 

[チケット完売のお知らせ]  10/21(木) 舞踊劇「綾子舞物語」 のチケットは完売いたしました。  

諸般の都合により、予定していた 
10/30(土)から変更となりました。 

主催／柏崎市文化会館アルフォーレ 協力／わたじん楽器 

 ８月 

６・７ 
(金・土)  

- -  ピアノ演奏体験（ヤマハ） 大ホール 
要申込み 

一般入場不可 
 文化会館アルフォーレ 

14 
(土)  

- 11:00  野外おんがく堂＠劇場広場 劇場広場 入場無料 
 柏崎市教育委員会 

 文化・生涯学習課 

18 
（水） 

17:15 18:00 
 柏崎芸術協会発足60周年記念例会 

 純烈＆島あきの CONCERT 
大ホール 指定5,500円 

 柏崎芸術協会 

 0257-22-5898(平日13時～18時) 

22 
(日) 

13:15 14:00 
 オーケストラ・アンサンブル金沢 

 柏崎公演 
大ホール 

S完売 

A2,500円 
 文化会館アルフォーレ 

29・30 
(日・月)  

- -  ピアノ演奏体験（スタインウェイ） 大ホール 
要申込み 

一般入場不可 
 文化会館アルフォーレ 

 ９月 

11 
（土） 

13:00 13:30 
 マイクロプラスチックの影響と 

 私たちにできること 
マルチホール 

入場無料 
（要申込） 

 柏崎市市民活動支援課（柏崎市 

 消費者協会事務局）0257-21-2272 

12 
（日） 

12:00 12:30  メロディーカラオケ発表会 大ホール 入場無料 
 メロディーカラオケ歌謡教室 

 090-1999-4648（野口）   

18 
（土） 

12:30 13:00  石井バレエ研究所 発表会 大ホール 入場無料 
 石井バレエ研究所 

 0257-22-3883 

20 
（月・祝） 

16:15 17:00  Kaede生誕イベント-modulation- 大ホール 指定6,600円 
 EHクリエイターズ 

 info@negicco.net 


