
 

 

Vol.64 

 

 2022年10月1日発行（偶数月１日発行）  編集・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） 

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11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 ｜ 2022.10-11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  

 
■綾子舞アルフォーレ公演 
 

■未来へつなぐコンサート 
 

第５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.24 出演者募集 

アルフォーレ バックステージツアー 参加者募集 

チケット発売情報 

10  11 2022 

※上記内容は２０２２年9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。 

  展示／ギャラリー回廊 

 10/2(日)～10/29(土）  錦秋 壁アート作品展 ～技巧 無技巧～ 無料 
 花工房 

 090-2402-0126（髙野） 
9:00～19:00 

開催日 イベント名   開演 入場料 お問合わせ 

 

10 

月 

2 日  柏崎フィルハーモニー管弦楽団 第28回定期演奏会 14:00 

1,000円 

高校生以下無料 

（要入場整理券） 

 柏崎フィルハーモニー管弦楽団 

 080-1125-7076（中村） 

9 日 
 ロビーコンサート in アルフォーレ Vol.23 
                    [定員に達しました] 
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14:00 入場無料  文化会館アルフォーレ 

10 
月

祝 

 ヤマハエレクトーンフェスティバル2022 

 アンサンブル演奏部門新潟地区大会 
  12:45 2,000円  ㈱ヤマハミュージックジャパン 

14 金  第7回 コツコツ貯筋体操まつり   13:30 
入場無料 

要参加申込 

 コツコツ貯筋体操まつり実行委員会 

 （柏崎市介護高齢課） 

 0257-43-9125 

15 土 

 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 プレイベント 

 狂言ワークショップ ～ようこそ、狂言の世界へ～ 

マ
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13:30 

500円 

中学生以下無料 

（要入場整理券） 

 文化会館アルフォーレ 

16 日  柏崎市民合唱団 第48回定期演奏会 母に想う 13:30 

前売券1,000円 

高校生以下無料 

※当日券の販売なし 

 柏崎市民合唱団 

 090-4029-8306 (団長 関矢優子) 

22 土  名作子ども映画会   10:20 500円 
 守屋教育映画 

 090-3116-9909 

 

11 

月 

6 日  柏崎民謡保存会 創立七十周年記念公演   13:00 入場無料 

（要プログラム入場整理券） 

 柏崎民謡保存会 

 0257-32-2882 

13 日 

 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 

 綾子舞アルフォーレ公演 
  13:30 

入場無料 

要入場整理券 

 柏崎市立博物館 0257-22-0567 

 文化会館アルフォーレ 

19 土 

 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 

 池辺晋一郎 音楽の不思議  狂言を探究してみよう！ 
13:00 

１階席：4,000円 

2階席：3,000円 

高校生以下：500円 

 文化会館アルフォーレ 

23 
水

祝 
 石井バレエ研究所 発表会   13:00 入場無料 

 石井バレエ研究所 
 0257-22-3883 

26 土 

 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 

 アルフォーレ特選寄席 立川志の輔 独演会 
14:00 3,500円  文化会館アルフォーレ 



 

 

  

  

Pickup Event  

■全席自由   入場無料 ※要入場整理券（お一人様２枚まで）  
          ※未就学児入場不可 

 

■プレイガイド アルフォーレ、柏崎市市民プラザ 

 

■出  演    柏崎市綾子舞保存振興会 

           ゲスト：大の阪の会(新潟県魚沼市堀之内) 

アルフォーレ主催・共催事業 

大ホール  

11／13（日） 13:30開演（１2：45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。 

未来へつなぐコンサート 

第1部は日本を代表するプロ合唱団、「東京混声合唱団」メンバーのアカペラによる
スペシャルなコンサートをお届けします。第２部は1990年に柏崎のために作られた、
アルフォーレのパートナーシップ・アーティスト、池辺晋一郎作曲の作品を市民公募
による合唱団等の歌声とオーケストラの演奏でお楽しみください。 

1／２２（日） 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) 

後援／柏崎市、柏崎市教育委員会 

主催／柏崎市、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） 

第5回アルフォーレピアノリレーコンサート 

■全席自由   入場無料 ※要入場整理券 

柏崎市女谷に伝承され、以来高原田と下野の２つの座元に受け継がれる「綾子舞」。 
今回は、新潟県魚沼市堀之内に伝わる盆踊り「大の阪(だいのさか)」を伝承する 
「大の阪の会」をゲストに迎えます。別名「念仏踊り」とも言われ親しまれている、 
「大の阪」の古風で優美な踊りをお楽しみください。 

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。 

大ホール  

綾子舞アルフォーレ公演 

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 

  10／8(土） ９：００～ 
 

    お一人様２枚まで（予定枚数に達し次第配布終了） 

    ※アルフォーレ電話予約 9:00～ 

  新潟県中越沖地震15周年復興記念 

 柏崎市文化会館アルフォーレ10周年記念 

大ホール  

■全席指定    ５00円 ※未就学児入場不可 

  

■プレイガイド アルフォーレ、セブン-イレブン（セブンチケット） 

 

■出演・内容  【第1部】 “東混カルテットによるアカペラ・コンサート” 

            混声四重唱／東京混声合唱団メンバー４名 

           トーク／池辺晋一郎 

          【第2部】 “カンタータ「美しい星のための」～柏崎市によせて～” 

           指揮／松井慶太 

           管弦楽／柏崎フィルハーモニー管弦楽団 

           合唱／東京混声合唱団メンバー（賛助出演） 

                美しい星のための合唱団、柏崎少年少女合唱団 

※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。 

10／27(木） ９：００～ 

        10／29（土） ９：００～  

 ※アルフォーレ電話予約 13:00～ 

賛助会員優先発売   

一般発売  

入場整理券配布 

■予定日時    2022.12/17（土） 14：00～15:00 

■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      [クリスマス]      

■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  10/1（土）～10/15（土）に、申込用紙を窓口 

          へ持参、 郵送、FAXでお申し込みください。 

ロビーコンサート 出演者募集 

気軽に楽しむロビーコンサートを開催します。  

テーマにちなんだ曲を入れて演奏できる方を募集します。 

詳細は募集要項をご覧ください。 

アルフォーレ バックステージツアー 参加者募集 

大ホールの舞台裏や楽屋など、普段見られない場所をご案内し

ます。 簡単な照明や音響設備の体験もできますので、ご家族

揃ってご参加ください。  

■日  時       2022.12/28（水）  

          ①11:00～12:00 ②14:00～15:00 

          ※各回は同内容となります。 

■対  象    小学生以上（小学4年生以下は要保護者同伴） 

■定  員    各回10人     

■内  容     ・舞台の裏側を見てみよう 

                   ・スポットライトを浴びてみよう 

                   ・本物のステージを体験しよう ほか 
                        

■参加費    無料     

■申込方法   

      11/12(土)～窓口または 

      電話でお申込みください。 

                        

 ※詳細は施設係までお問い合わせ 

  ください。 

マルチホール  大ホール  

    11／10(木） 9：００～ 入場整理券配布 

※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。  

 ■狂言ワークショップ ～ようこそ、狂言の世界へ～ 

  10月15日(土)  13：30開演 （13：00開場）  

  *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 

  *入  場  料  500円 ※中学生以下無料（要入場整理券） 

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 

■池辺晋一郎 音楽の不思議 狂言を探究してみよう！ 

  11月19日(土)  13：00開演 （12：15開場）  
  *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 
  *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 

■アルフォーレ特選寄席 立川志の輔 独演会 

  11月26日(土)  14：00開演 （13：15開場）  

  *全席指定  3,500円  ※未就学児入場不可 
  *出   演  立川志の輔 ほか  【出演】 辻井伸行 （ピアノ） 

完売しました 

指揮 

松井慶太 

作曲・トーク 

池辺晋一郎 

© Ayane Shindo 
© 東京オペラシティ文化財団 
撮影：武藤章 

12／11（日） [１部] 10：00～ [2部] 13：30～ [3部] 15：00～ （予定） 

Ⓒ吉川信之 

PHOTO:YUJI HORI 

12月8日(木)   
19：00開演（18:15開場）  大ホール 

大和証券グループ presents  
辻井伸行 日本ツアー 2022/23 

※本公演は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、通常の座席数を減らし 

  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。  

好評発売中 

好評発売中 

取扱い中 


