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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 

News  
アルフォーレ  

柏崎市文化会館アルフォーレ情報誌  

—   月 

 ア ル フ ォ ー レ 法 人 賛 助 会 員   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ー 

中村石油株式会社／株式会社リケン柏崎事業所 
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 

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／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 

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 
コカ・コーラボトラーズジャパ ン株式会社／株式会社トイント／株式会社スタルジー  （順不同敬称略） 

x  アルフォーレ賛助会員（個人・法人）随時募集中 

 

         （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 

[受付時間] ９：００～19:00 

[休館日] 火曜日（祝日の場合は翌平日）       https://www.artforet.jp 

 

①主催事業の優先販売 

②主催事業のチケット５％割引 
 （継続10年以上の方は10％割引） 

③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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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。 

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） 

Event Calendar ｜ 2022.８-９月 イベントカレンダー  ※会場の表示が無いイベントは大ホールで開催します。 

Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｃ Ｓ  

 
■池辺晋一郎 音楽の不思議 狂言を探究してみよう！ 

■アルフォーレ特選寄席 立川志の輔 独演会 
 

ロビーコンサートinアルフォーレ Vol.23 

第５回 アルフォーレピアノリレーコンサート 参加者募集 

8  9 2022 

アルフォーレ特選寄席 

立川志の輔 独演会 

池辺晋一郎 音楽の不思議 

 狂言を探究してみよう！ 

※上記内容は２０２２年7月20日現在のものです。内容は変更になる場合があります。  ※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。 

※写真撮影はご遠慮ください。 

 〈日   時〉 ■8/13（土）・14（日）・15（月） 11：00～19:00 スタインウェイ  

         ■9/4（日）・5（月） 11：00～20:00 ヤマハ 

〈演奏時間〉 １枠30分（最大２時間）※片付け、消毒など入替時間５分を含む 

〈参加料金〉 30分につき１枠1,000円 

〈演奏形態〉 ソロ演奏（他楽器との合奏はお問合せください） 

〈申込方法〉 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）                                                

                                ※詳細は要項をご覧ください。 

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 
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！ 

参加者 

募集 

  展示／ギャラリー回廊 

 8/28(日)～9/25(日） 
9:00～19:00 

※最終日は17:00まで 
 柏崎天文同好会 天体写真展 無料 

 柏崎天文同好会 

 0257-22-9282（本間） 

 
２０２２年７月８日にアルフォーレ開館10周年を迎えることから、過去１０年間（2012～2022年度）の主催・共催公演の

出演者によるサイン色紙とポスターの一部を展示します。 アルフォーレを彩った公演の軌跡をご覧ください。 

主催／柏崎市文化会館アルフォーレ（かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業体） 

2022年 ８月８日（月）まで 9:00～19:00 [火曜休館]  ／ 柏崎市文化会館アルフォーレ １階ワークスペース 

開催日 イベント名   開演 入場料 お問合わせ  

８
月 7 日 

 夏休み親子でおでかけ♪  

 ファミリークラシックwith金子三勇士 【午前の部】 
11:00 

大人1,000円 

子ども500円 
（3歳～高校生以下） 

 文化会館アルフォーレ 

 夏休み親子でおでかけ♪  

 ファミリークラシックwith金子三勇士 【午後の部】 
14:00 

大人1,500円 

子ども500円 
（高校生以下） 

 文化会館アルフォーレ 

8 月  鳥獣被害防止地域啓発研修会 13:30 入場無料 

 柏崎市産業振興部 農政課 

 柏崎市有害鳥獣被害対策協議会 

 0257-21-2295 

13 土 

 ピアノ演奏体験（スタインウェイ） - 
要申込み 

一般入場不可 
 文化会館アルフォーレ 14 日 

15 月  

９
月 

4 日 
 ピアノ演奏体験（ヤマハ） - 

要申込み 
 文化会館アルフォーレ 

5 月 一般入場不可 

19 
月

祝 

 キエフ・クラシック・バレエ  

 『チャイコフスキー夢の3大バレエ～名場面集～』 
14:00 完売  文化会館アルフォーレ 

25 日  新成人ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021 14:00 
入場無料 

要案内状 

 柏崎市教育委員会 

 文化・生涯学習課 学習推進係 

 0257-20-7500 



 

 

  

■日  時     2022.10/9（日） 14：00～15:00       

■料  金     入場無料 

■申  込    9/10（土） 11：00～ 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    ●弦弐音語（ギター、歌、ウクレレ） 

            ／アルハンブラの思い出、ふるさと 

             ほか オリジナル曲  

          ●うたげ堂ジャズトリオ（ギター、フルート） 

            ／酒とバラの日々、My Favorite Things 

             Fly Me to the Moon ほか                

Pickup Event  

■全席指定   1階席 4,000円／2階席 3,000円／高校生以下 500円  
          ※未就学児入場不可 

  

■プレイガイド アルフォーレ 

          [Webのみ]セブン-イレブン（セブンチケット） 

 

■出  演    池辺晋一郎（作曲家） 

           野村萬斎（狂言師） 

                     石田幸雄、深田博治、高野和憲、福田成生 

■演  目    「 舟渡聟
ふなわたしむこ

」 「寝音曲
ねおんぎょく

」 

              
※本公演は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、全座席（一部1席空け）を 

   販売し開催いたします。ご来場の際は感染予防対策にご協力ください。  

アルフォーレ主催・共催事業  

大ホール  

11／19（土） 13:00開演（１2：15開場）                      

※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）になる場合があります。 
※金額は全て税込み表示です。 

マルチホール  狂言ワークショップ ～ようこそ、狂言の世界へ～ 

古典芸能「狂言」を楽しく学べるワークショップを開催いたします。 
このワークショップは、ただ単に狂言を観たり、解説を聞いたりするだけでなく、 
表現することの楽しさを、狂言のやり方（型）を通して発見していただくことを目的と 
しています。この機会に「狂言」を体験してみませんか？ 

■講  師   高野和憲（万作の会、柏崎狂言教室講師） 

■参加対象  小学生以上 ※未就学児入場不可 

■定  員     40名 ※先着順、定員になり次第、締め切らせていただきます 

■入場料   500円 ※中学生以下無料（要入場整理券） 

■持ち物   白足袋をご持参ください 

         ※動きやすい服装（ズボン・トレーニングパンツなど）でお越しください 

■申込方法  9/17（土） 10：00～電話でお申し込みください 

10／15（土） 13:30開演（１3：00開場）                            

●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。 

●発売初日の電話予約は13:00～となります。 

●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。 

●チケット郵送も承ります（郵送料一律400円 、簡易書留） 
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柏崎市文化会館アルフォーレ １階受付 

９：００～１９：００  ※火曜休館・祝日の場合翌平日 

☎０２５７－２１－００１0 

窓口販売  

電話予約  

主催／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) 

   古典を活かした柏崎地域活性化事業実行委員会 

※観覧のみでのお申込みはできません。 

  保護者としての付添い（中学生以下）の場合は可能です（入場無料、人数制限あり）。 

※詳細はチラシをご覧ください。 

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業 
（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業） 

主催／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) 

   公益社団法人全国公立文化施設協会 

各地公演での話芸、更に映画、テレビ、ラジオ、ＣＭをはじめとする多ジャンル
での活躍で、万人周知の落語家・立川志の輔を迎えての独演会。 

その高座は、現代と古典がオーバーラップする部分を、鋭い時代感覚で自身
の芸風に仕上げた創作落語。そして見事に練り上げた古典落語とで構成され
ています。志の輔落語の世界を存分に堪能し、お楽しみください。  

■全席指定   3,500円 ※未就学児入場不可 

 

■プレイガイド アルフォーレ 

          [Webのみ]セブン-イレブン（セブンチケット） 

 

■出  演    立川志の輔 ほか  

 
※本公演は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、全座席（一部1席空け）を 

   販売し開催いたします。ご来場の際は感染予防対策にご協力ください。 

アルフォーレ特選寄席 立川志の輔 独演会 大ホール  

11／26（土） 14:00開演（１３：15開場）              

主催／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) 

   古典を活かした柏崎地域活性化事業実行委員会 

“秋”をテーマに気軽に 
楽しめるコンサートです♪ 

Ⓒ吉川信之 

ピアノリレーコンサート参加者募集 

第5回アルフォーレ 

■開催日       2022.12/11（日）  

■参加対象  小学生以上 ※市内在住・通勤・通学・出身の方優先 

■演奏時間  10分以内程度（入退場含む） 

■演奏形態   ピアノ（スタインウェイ）を使用した演奏  ※連弾不可  

          （独奏、他楽器とのアンサンブル、歌の伴奏など）                         

■参加料金  <一般>  1～5名/2,000円 

                                6～10名/3,000円 

                               11名以上/4,000円 

                  <大学生以下>  

                                3名まで/1人500円 

                                4名以上/2,000円 

■申込方法  9/25(日)までに申込用紙を窓口へ 

                                            (郵送可)  

講師／高野和憲 

万作の会 

柏崎狂言教室講師 

野村萬斎 立川志の輔 

現代劇や映画・テレビドラマなど幅広く活躍し、国内外でも数多くの狂言・能公 
演に参加、日本を代表する狂言方和泉流の能楽師「野村萬斎」。 
狂言の上演の他、アルフォーレのパートナーシップ・アーティストであり、作曲家・
池辺晋一郎のトークと野村萬斎による解説で狂言の魅力をお届けします。 

ロビーコンサート inアルフォーレ 

Vol.23 開催 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日頃の 

練習の成果を発表してみませんか？ お気軽にご参加ください♪  

マルチホール  大ホール  

池辺晋一郎 音楽の不思議 狂言を探究してみよう！ 

柏崎市文化会館アルフォーレ10周年記念 

柏崎古典フェスティバル2022 

 賛助会員優先発売   8／18(木） ９：００～ 

   1会員につき4枚まで（予定枚数に達し次第販売終了） 

  一般発売             8／20（土） ９：００～  

 ※アルフォーレ電話予約 13:00～ 

柏崎市文化会館アルフォーレ10周年記念 

柏崎古典フェスティバル2022 

柏崎市文化会館アルフォーレ10周年記念 

柏崎古典フェスティバル2022 

『公文協アートキャラバン事業 劇場へ行こう２』参加事業 

げんじおとかたり 

   賛助会員優先発売   8／25(木） ９：００～ 

  一般発売             8／27（土） ９：００～ 

 ※アルフォーレ電話予約 13:00～ 

～ プレイベント ～ 

 ※内容は変更になる場合があります。 

 ※詳細はチラシをご覧ください。   
 ※内容は変更になる場合があります。 

 ※詳細はチラシをご覧ください。   


