
 

 

休 館 日 
 2021.１２／７（火）・１４（火）・２１（火）・２８（火）   

 2022．１／１１（火）・１８（火）・２５（火）  １２／２９（水）～１／３（月） 

 

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→

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、法人賛助会員は規則上の優遇措置が受けられます。 

｜Vol.5９｜ 2021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） 

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 
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 

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／コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 

順不同敬称略（2021年11月20日現在） 

柏崎市文化会館アルフォーレ情報誌

News

4(火) 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

5(水) 大ホール(練習) マルチホール(練習)、会議室等 ―

令和5年 2月分 令和4年 8月分 令和4年 3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 ―

2月

令和4年　2月分

1月

　　　　　予約可能日

受付開始日
令和5年 1月分 令和4年 7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  

チケット発売情報 

※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】 https://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） 

Kashiwazaki City Performing Arts Center , Art-forêt 

アルフォーレ

― 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   

2021    2022 

12    １ 

Vol.59 

月－    月 

令和３年度 市民文化活動支援事業 

アルフォーレ柏崎市民文化祭 

第４回 アルフォーレ ピアノリレーコンサート 

ロビーコンサートinアルフォーレ Vol.21 

募集： ロビーコンサートinアルフォーレ 出演者 

[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。
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©Shigeto Imura 

NHK大河紀行音楽の演奏を担当するなど、注目の実力派バンドネオン 
奏者 三浦一馬がキンテート(五重奏団)で奏でる情熱のタンゴ 

2022.2.23(水祝)14:00開演 大ホール 

全席指定 3,500円 ※未就学児入場不可 

出演 

池辺晋一郎（トーク）  三浦一馬（バンドネオン・編曲） 
林 周雅（ヴァイオリン）髙橋洋太（コントラバス） 
大坪純平（ギター）   山田武彦（ピアノ） 

曲目 

ピアソラ／リベルタンゴ、ブエノスアイレスの夏、天使のミロンガ 他  

池辺晋一郎 音楽の不思議 

魅惑の楽器バンドネオン  三浦一馬と仲間たち 

好評発売中 

（12～2月…19:00閉館） 

※１/４(火) は開館します（受付開始日にご注意ください） 

©Shigeto Imura 

[自主事業公演のみ] 

※アルフォーレ柏崎 
  市民文化祭は除く 



 

 

  

< 2021年 12月・ 2022年 １月 イベントカレンダー > Event Calendar 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。  

※上記内容は２０２１年１1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。  ※主催者の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。 

※アルフォーレでの取り扱いチケットについてはHPをご覧いただくか、直接お問い合わせください。  ※公演の詳細について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 

ロビーコンサートinアルフォーレ 

出演者募集  募集 

テーマや季節にちなんだ曲を入れて 

演奏できる方を募集します。 

[予定日時] 3/24(木)18:00～19:00 

[会場] マルチホール   

[対象] 音楽活動をしている個人・団体（県内在住の方）  

[演奏形態] 独奏、少人数編成（5名まで）  

[テーマ] 春     [演奏時間] 1組30分程度  

[募集人員] 2組（応募者多数の場合は抽選）  

[申込方法] 1/13(木)までに申込用紙を窓口へ持参、 

     郵送、FAXでお申し込みください。 

                 ※詳細は要項をご覧ください。   

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。 

令和３年度 市民文化活動支援事業 「アルフォーレ柏崎市民文化祭」 参加事業 

主催・お問い合わせ／福間洸太朗柏崎後援会 https://kashiwazaki-kf.com/ 

※下記内容は変更になる場合があります。 

１/９(日) 福間洸太朗 ピアノ・リサイタル inアルフォーレ Vol.5 共鳴する天才たち 大ホール 
14:00開演 (13:30開場) 

入場料金 全席自由  一   般 3,000円(当日3,500円） 
       高校生 1,000円(当日1,500円）※小中学生無料(要入場整理券） 

バッハ、ショパン、シューマンなど、天才作曲家が生み出した数々の珠玉の作品を、 
福間洸太朗が美しく共鳴させるひととき。 

主催・お問い合わせ／PTNAかしわざきステーション TEL.0257-23-5795(根立) 

ピティナ・ピアノステップ 柏崎地区 

入場料金 入場無料 ※直接お越しください 

年間500会場、4万人以上が参加しているピティナ・ピアノステップ。経験豊富なプロ 
ピアニスト、指導者3名が参加者一人ひとりの演奏に直筆でアドバイスを贈ります。 

1/ 10 (月祝) 
大ホール 

10:00開演 (9:30開場) 

主催／柏崎市文化会館アルフォーレ 

第４回 アルフォーレ ピアノリレーコンサート 

入場料金 全席自由 入場無料 ※直接お越しください 

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。 

1/ 16 (日) 
大ホール 

①10:00～ ②13:30～ ③14:55～ 

ファイブGバンド 昭和歌謡・演奏会 

入場料金 全席自由 入場無料 ※直接お越しください 

2021年に結成10年を迎えた５人組のバンドによる、1960～70年代のグループ・サウンズを
中心とした懐かしの曲をお楽しみください。ゲスト/ S’evers 

2/ 10 (木) 
大ホール 

13:30開演 (13:00開場) 

主催・お問い合わせ／ファイブGバンド TEL.070-8356-1117(小林) 

冬の音市場2022 Vol.10 

入場料金 ２日間共通 全席自由1,500円(当日2,000円）※高校生以下無料 

クラシック、フォーク、ロック、ジャズ、ポップス、ラテン、和太鼓、ダンスなど、 
音市場ならではの多彩な顔ぶれによる熱いステージをお届けします。 

2/ 19 (土)～20 (日) 
大ホール・マルチホール 

[2/19]15:00～ [2/20]11:00～ 

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

市民のための柏崎文化祭2022 

入場料金 [展示部門] 入場無料 ※直接お越しください（最終日のみ17:00終了） 

[舞台部門] 全席自由700円 (ステージA/B/Cごとに必要) ※高校生以下無料 

市内の文化団体が、絵画・俳句・書道・生け花などの作品展示と、合唱・器楽演奏・舞踊・
民謡などのステージ発表を行います。 

2/ 25 (金)～27 (日) 
2/ 26 (土)～27 (日) 

会議室・ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ・ｷﾞｬﾗﾘｰ回廊 (10:00～17:30) 

大ホール 2/26(13:30～)・2/27(9:30～/13:00～)  

主催・お問い合わせ／柏崎文化協会 TEL.0257-32-2190(水・金13:00～16:00) 

 ※上記公演の最新情報については、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。 

©Marc Bouhiron 

ロビーコンサートinアルフォーレ 

Vol.21開催 EVENT 

“クリスマス”をテーマに少人数で 

気軽に楽しめるコンサートです。 

[日時] 12/12(日)14:00～15:00 

[会場] マルチホール  

[料金] 入場無料      [定員] 50名  

[申込] 12/3(金)9:00～電話でお申し込みください。 

    ※定員になり次第、締め切ります。  

[出演] ●COLOR（琴・尺八アンサンブル） 
    ／戦場のメリークリスマス、紅蓮華   ほか 

   ●Blanc Lune(ブラン・ルナ) 二胡アンサンブル 

    ／ホワイト・クリスマス、きよしこの夜 ほか 

 展示 

 12/3(金)～12/9(木） 
9:00～

19:00 

 障害者芸術作品展 

 「かしわざきギャラリー」 
ギャラリー 

回廊 
無料 

 柏崎市 福祉保健部福祉課 

 0257-21-2299 

 12月 

５ 
（日） 

- 
 弦楽 9:30 

 合唱13:30 

 柏崎ジュニアオーケストラ/柏崎少年少女合唱団 

 見学・体験会 
マルチ 

ホール他 

入場無料 
（体験は要申込み） 

 文化会館アルフォーレ 

５・６ 
（日）（月 ） 

- -  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 

10・11 
（金）（土 ） 

- -  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 

12 
（日 ） 

13:30 14:00 
 ロビーコンサートinアルフォーレ 

 Vol.21 
マルチ 

ホール 

要申込み 

(定員50名） 
 文化会館アルフォーレ 

19 
（日 ） 

13:00 13:30 
 柏崎ジュニアオーケストラ 

 第６回 クリスマス発表会 
大ホール 入場無料 

 柏崎ジュニアオーケストラ 

 090-3647-6430（渡辺）  

25 
（土 ） 

- 
①11:00 

②14:00 
 アルフォーレ バックステージツアー 大ホール他 

要申込み 
（各回先着10名） 

 文化会館アルフォーレ 

26 
(日 ) 

13:00 13:30  柏崎音楽協会 クリスマスコンサート2021 大ホール 
前売800円 

（当日1,000円） 

 柏崎音楽協会 

 080-1125-7076(中村) 

 ２０２２．１月 

４ 
（火） 

16:00 -  令和4年 新年賀詞交換会 大ホール 要事前申込み 
 柏崎市 総合企画部総務課 

 0257‐21-2355 

８ 
（土） 

- 8:30  令和4年 柏崎市消防団出初め式 大ホール - 
 柏崎市消防本部 消防総務課 

 0257‐24‐1345 

９ 
（日 ） 

13:30 14:00 

 <アルフォーレ柏崎市民文化祭参加事業>  
 福間洸太朗 ピアノリサイタル 

 inアルフォーレVol.5 共鳴する天才たち 
大ホール 

3,000円/高校生1,000円 

（当日各500円増） 

小中学生無料 
（要入場整理券）  

 福間洸太朗柏崎後援会 

 https://kashiwazaki-kf.com/ 

10 
（月・祝） 

9:30 10:00 
 <アルフォーレ柏崎市民文化祭参加事業>  
 ピティナ・ピアノステップ 柏崎地区 

大ホール 入場無料 
 PTNAかしわざきステーション 

 0257-23-5795(根立) 

16 
（日 ） 

①9:30 

②13:00 

    - 

①10:00 

②13:30 

③14:55 

 <アルフォーレ柏崎市民文化祭参加事業>  

 第４回 アルフォーレ 

 ピアノリレーコンサート 
大ホール 入場無料  文化会館アルフォーレ 

展示 

舞台 

展示 

舞台 

※キャンセル待ち 
  受付中 

※キャンセル待ち 
  受付中 


