
（予定）

年度
2022 EVENT CALENDAR

上半期イベントカレンダー

（4月～6月）                                                       （7月～9月）

全席指定

5月
5日

大ホール
木曜祝日

開場 14：30／開演 15：00

TSUKEMENコンサート
　~HAPPYキッチン~

未就学児入場不可

全席指定

6月
5日

大ホール
日曜日

尾崎亜美コンサート

未就学児入場不可

チケット > 6,000円 ※当日同額

友の会先行発売
 2月26日土

一般発売
 3月5日土

チケット発売日（窓口10時／電話13時）

第1期 4月～6月
第2期 7月～9月

大ホール 1コマ 50分 800円 （管理費込）

受付開始 3月9日水

中学生以下
保護者同伴

11月
杉山清貴＆三浦和人コンサート 
～僕らの深夜放送～ 

7月
18日
月曜祝日

参加費 > 2,000円 ※保険料含む

受付開始 5月27日金

宝くじ おしゃべり音楽館 
 ~想い出のスクリーンミュージック~

土曜日
30日 演劇ワークショップ

開演 10：00～17：00
小学3年生以上

講師 　栗田芳宏（演出家、俳優）

8月
7日
日曜日

ホール探検ツアー

小学1年生以上 参加費 無料
受付開始 6月18日金

時間 ❶ 10：30  ❷ 14：00 （各回 60分）

※小学生は保護者同伴

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご来場の際はマスクの着用をお願い致します。
発熱や体調がすぐれない場合は、ご来場をご遠慮ください。当面の間、座席数を減ら
しての開催となり、公演によってご着席いただける座席が変わる場合がございます。
また、以下のサービス利用も休止いたします。

※3密防止の為、開場時間を早める場合がございます。予めご了承ください。
※掲載内容につきましては、日程や料金、発売日等が変更になる場合がございます。
※チケット料金は全て税込価格です。前売券完売の際は、当日券の販売はございません。

ご来場に
際して

ベーゼンドルファーを弾いてみよう（演奏体験）

開場 15：30／開演 16：00
チケット > 4,800円 ※当日200円増

友の会先行発売
 2月16日水

一般発売
 2月23日水

チケット発売日（窓口10時／電話13時）

㊗

春風亭小朝（トーク＆ナビゲーター）
島田歌穂（歌）　　
小原孝（ピアノ）
藤野浩一（指揮）    
おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ（演奏）

※ 詳細未定

TAIRIK　　　　   SUGURU                 KEITA                TAIRIK　　　　   SUGURU                 KEITA                
尾崎亜美（ヴォーカル,ピアノ)
小原 礼    （ベース）
是永巧一（ギター)　

9月
25日
日曜日

全席指定
大ホール

4歳以上入場可

全席指定
大ホール

5歳以上入場可

チケット > 一般 2,500円 
 　 > 中学生以下 500円
チケット発売日　未定

はじめての落語

※当日 各500円増

開場 13：15
開演 14：00

出演  
林家たい平、林家はな平、春風亭一花、古今亭菊一、稲葉千秋

（予定）

（予定）

（予定）

TAIRIK（ヴァイオリン・ヴィオラ）　　　　   
SUGURU （ピアノ）  KEITA（ヴァイオリン・二胡）                    

林家たい平林家たい平
栗田芳宏

下半期予定

全席指定

6日
大ホール
日曜日

未就学児入場不可 チケット > 6,000円 ※当日同額

友の会先行発売

 7月30日土
一般発売

 8月6日土

チケット発売日（窓口10時／電話13時）

開場 13：30／開演 14：00 （予定）

※  お一人 1 日 1 コマ / 各期 2 コマまで

➀9:00~ ➁10:00~ ➂11:00~ 
➃12:00 ⑤13:00~ ⑥14:00~
➆15:00~ ⑧16:00~

第1期 　  　　　　　        　　　　 第2期 

4 月 14 　15　 16
5 月 29 　30 　31
6 月 23　 24　 25

7 月 21 　22　 23
8 月 11 　12 　13
9 月   4 　  5   　6

㊍  　 ㊎  　 ㊏

㊍  　 ㊎  　 ㊏
㊐  　 ㊊  　 ㊋

㊍   　㊎   　㊏
㊍   　㊎   　㊏
㊐   　㊊   　㊋

※ 本紙に記載の内容は、都合により予定が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

➀10:00~ ➁11:00~ ➂12:00~
➃13:00~ ⑤14:00~⑥15:00~ 
➆16:00~ ⑧17:00~

受付開始 5月27日金

19日

全席自由
大ホール
日曜日

開場 13：30／開演 14：00

アルカディア少年少女合唱団
スプリング・キッズ・ステージ

3歳以上入場可

チケット前売 > 500円
当日 > 700円

チケット発売日 5月1日日

新小学3年生ご招待 ※要事前申込

〒954-0059 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号

E-mail mitsuke-bunka@shiteikanrisha.jp
H P http://www2.city.mitsuke.niigata.jp/arcadia/
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2021 年 下半期 公演レポート

お菓子の家を展示しまし
た。記念写真を撮るご家族
も多く、こちらも楽しんで
頂けた様です。全ての公演
でご来場のお客様には感染
症対策にご協力を頂き、改
めて御礼申し上げます。
引き続き感染症対策をしっかりと行い、皆さまに
芸術の喜びをお届けできるように努力して参りま
す。2022 年度もお誘い合わせてアルカディアへお
出かけください。お待ちしております。

　2021 年度下半期も、願っていた様には新型ウィ
ルスが終息しない中でしたが、対策を施しながら、
ほぼ予定通りに公演を開催することができました。
9 月には「左手のピアニスト」として世界中で演奏
活動を行っている、舘野泉が来館し、左手だけと
は思えない厚みのある響きと抒情に満ちた演奏で
聴衆に感動を与えました。この公演は You Tube で
配信していますので、当館 HP からぜひご覧くださ
い。11 月のジャズフェスティバルでは、県内屈指
のジャズバンドとジャズ＠アルカディアオーケス
トラの講師によるスペシャルユニットをゲストに

招き、盛大に開催しました。また、12 月にはクリ
スマスオペラ「ヘンゼルとグレーテル」を上演しま
した。コーラスやダンスで参加した子どもたちは夏
から稽古をはじめ、プロのオペラ歌手、ダンス講師
によるレッスンを重ねて本番を迎えました。約 5 か
月間の稽古の成果を発揮し、幻想的で可愛いらしい

「ヘングレ」の世界を創りだしました。  この公演は
0 歳から入場可能でしたので、小さなお子さんが物
語の世界を視覚からも楽しみ、鮮やかな思い出とな
るように、舞台美術にも力を入れました。ロビーに
は栃尾文化センターの協力で紙粘土で製作をした

舘野 泉 ジャズ＠アルカディアオーケストラ 「ヘンゼルとグレーテル」　お菓子の家 「ヘンゼルとグレーテル」　妖精

ロビー展示


