
ホール予約会について
2020年8月利用分のホール予約会は、2019年8月1日（木）午前10時より、
かごしま県民交流センター（３階大研修室第１）にて行います。
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3土 沢田研二 SAWADA KENJI LIVE2019 SHOUT！

8月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

鹿児島音協　099-226-3465
17:30 19:30

（予定）

全席指定　8,000円
※未就学児入場不可

4日 第35回 鹿児島県合唱フェスティバル
鹿児島県合唱連盟事務局　099-227-1152

10:30 18:00 全席自由　500円

6火 鹿児島県特別支援教育研究会 夏季研修会
県特研研修係　099-282-0440（武岡台養護学校 野元）

9:30 15:30 会員は無料
非会員は1,000円

7水 第44回 鹿児島県人権・同和教育研究大会
鹿児島県人権・同和教育研究協議会　099-218-9310

10:00 16:00
参加費　2,000円
（当日参加も可）

8木 鹿児島県立甲南高等学校 第48回定期演奏会
鹿児島県立甲南高等学校　099-254-0175

13:30 15:30 入場無料

9金 百周年記念講演「尾木直樹氏」講演会
鹿児島県教職員共助会　099-226-5953

18:30 20:00 入場無料（要事前申込）

15木
KYT25周年記念事業ハローキティ45周年&
サンリオピューロランド30周年記念作品
サンリオファミリーミュージカル
KYTイベント事務局　099-285-5572（平日10：00-17：00）

11:00

14:30

12:30

16:00

全席指定
前売券　3,000円（3歳以上）
当日券　3,200円（3歳以上）

16金
Hiroko Momosaka Selection 2019
～松陽高校音楽科卒業生と共に～

コンサート実行委員会　099-220-5383

18:30 21:00
全席自由　一般2,000円
学生（大学生以下）1,000円
当日500円増

19月
幼保小の円滑な接続・連携の為の研修会
～小学校学習指導要領・幼稚園教育要領等の改訂を受けて～

鹿児島県私立幼稚園協会　099-285-6688

13:00 17:00 関係者のみ

21水 アールグレイスバレエアカデミー　第7回定期発表会
アールグレイスバレエアカデミー（info＠r-grace‐academy.jp）　099-299-0211

18:30 21:00
入場無料　　要整理券

17土 部落解放第51回全国高校生集会・第63回全国青年集会
部落解放同盟鹿児島県連合会　099-206-0402

13:00 15:50 参加費　4,000円（資料費他）

23金 鹿児島オペラ協会2019名曲コンサート
鹿児島オペラ協会　080-6454-8384

19:00 21:00
一般自由席　2,000円
高校生以下自由席　500円

24土 第10回記念鹿児島ママブラスみゅうファミリーコンサート
鹿児島ママブラスみゅう　090-2710-8411（川添）

14:00 16:00 入場無料
チケットかチラシ持参で4名まで可

31土
みて きいて あそぼう！鹿児島県文化振興財団体験フェア2019
「ステージ体験　あなたが主役！」

（公財）鹿児島県文化振興財団　099-223-4221

13:00 15:00
（予定）

入場無料

入場無料27火

25日 ベンチャーズ 結成60周年記念ジャパン・ツアー2019

かごしま国体「チームかごしま」プロジェクト
「チームかごしま」ジュニアアスリート認定証授与式

鹿児島音協　099-226-3465

鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局競技力向上対策課　099-286-5326

14:00 16:00

14:00 16:00

全席指定（税込）　5,500円
U-25　3,000円
（25歳以下・要身分証・当日座席指定）
※未就学児入場不可

18日 第29回 メダカのコンサート
NPO法人メダカの学校かごしま　099-257-8143

14:00 16:00
全席自由　一般1,000円
大学生以下500円
障碍者・幼児無料

13火 音楽劇　私の恋人

鹿児島音協　099-226-3465

18:30 20:30
（予定）

全席指定（税込）　7,800円
U-25　3,000円
（25歳以下・要身分証・当日座席指定）
＊未就学児入場不可　

11日
鹿児島県立鶴丸高等学校
第42回（創立125周年記念）定期演奏会
鶴丸高校　099-251-7387

14:00 16:15 入場無料

12月
祝
サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

鹿児島音協　099-226-3465

12:30

15:00

13:40
（予定）
16:10
（予定）

全席指定　3,000円
※3歳以上有料（3歳未満の方は
　大人の膝上の鑑賞可。）

10土
鹿児島県立武岡台高等学校芸術祭
吹奏楽部・合唱部第24回定期演奏会
武岡台高校　099-281-5233（盛山）

14:00 16:10 入場無料

みやまコンセールが！ 霧島アートの森が！
上野原縄文の森が！ 埋蔵文化財調査センターが！
宝山ホールに集結！ それぞれの施設をプチ体験。
宝山ホールで１日あそぼう♪

入場
無料

20192019

財団5施設連携企画

ミニミニ・コンサート、スノードーム作り
ミニ舞台体験、出土品の展示、楽器体験
縄文体験（火おこし体験・ミニ弓矢体験）
土器ドキパズル（土器接合体験）、舞台裏探検
ステージ体験「あなたが主役！」（8/31）
ほか多数の体験イベントを準備
※申込・詳細については宝山ホール（099-223-4221）
　までお問い合わせください

内容

第40回 2019
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チケット好評発売中

●出演／サッシャ・ゲッツェル（指揮）、キリシマ祝祭管弦楽団
●曲目／G.ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲

J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲
R.シュトラウス：歌劇「薔薇の騎士」組曲　ほか
※演奏曲目は変更になる場合がございます。

キリシマ祝祭管弦楽団公演
7/31［水］開場18：30　開演19：00（18：50～サッシャ・ゲッツェルによるプレトーク）

入場料金（全席指定）／S席6,000円　A席4,500円
A席（U-25）3,000円　※未就学児の入場・同伴はお断りします。

入場料金／500円～5,000円
※公演によって異なります。

10：00 加羽沢美濃　0歳児からのコンサート（45分）
12：15 ホルン吹きのコンサート（45分）
14：00 サウンド・オブ・ミュージックinコンサート（120分）
16：30 加羽沢美濃　午後のクラシック（60分）
19：00 堤剛×樫本大進×小菅優（120分）

●楽器体験コーナー…色々な楽器に触れることができます。 ●公演当日公開リハーサル開催！（16：00～ 入場無料）

チケット好評発売中

7/26［金］
宝山ホール祭り

第40回 2019

ハシゴして、1日宝山ホールでクラシック！

入場料金／無料9/16［月・祝］

親子で楽しむメルヘンコンサート
＆おはなし会 in 山形屋

39年間、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
首席チェロ奏者を務めた奇跡の音

宝　　　山
プレゼンツ

●出演／ フランツ・バルトロメイ（チェロ）、大迫貴（ピアノ）
●曲目／ J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲　第１番
 F.メンデルスゾーン：チェロソナタ　第２番
 F.クライスラー：愛の喜び　ほか

フランツ・バルトロメイ
チェロリサイタル

10/24［木］開場18：30　開演19：00会場／かごしま県民交流センター 県民ホール
入場料金（全席指定）／一般4,000円　U-25 2,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。　※当日各500円増

かごしまミューズ・
クラブ会員先行予約

一般発売

受付中
7/14（日）10：00～
※宝山ホールの電話予約は13：00～

チケット発売 電話
7/13（土）
10：00～

7/13（土）
13：00～

Web先行

7/14（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

8/28［水］
●会場／宝山ホール・かごしま県民交流センターチャレンジしよう 日本の伝統文化

10：00～日本舞踊
13：30～お茶、生け花

●対象（募集人数）／鹿児島県内の小・中学生（各講座25名）
●講座内容／日本舞踊、お茶、生け花
●受講料／1講座1,000円

2講座1,500円（日本舞踊+お茶）もしくは（日本舞踊+生け花）
●申込方法／往復はがきにて

夏休みに日本の伝統文化にふれてみよう！

〒892-0816　鹿児島市山下町5-3 宝山ホール
「チャレンジしよう日本の伝統文化」係

何も記入しないでください

あなたのご住所・お名前
「チャレンジしよう日本の伝統文化」希望
①希望する講座名　②お名前　③学年
④ご住所　⑤電話番号

往信（表）

返信（裏）

返信（表）

往信（裏）

ミュージカル 「この花咲くや姫」桜の精役 出演者募集
●期間／9～12月 ●対象／小学1～3年生
●定員／20名（先着順） ●公演日／12/21（土）2回公演
●公演場所／かごしま県民交流センター 県民ホール
●問合せ先／〒892-0837 鹿児島市甲突町18-21
かごしま子ども芸術センター TEL.099-219-1478
●申込方法／往復はがきにて

●出演／ 【コンサート】 又吉のぞみ（ソプラノ）、佐藤志織（ヴァイオリン）
  春田友里恵（ピアノ）
 【おはなし会】 メルヘン館職員

〒892-0837 鹿児島市甲突町18-21 かごしま子ども芸術センター

ミュージカル「この花咲くや姫」桜の精役出演者募集係

何も記入しないでください

あなたのご住所・お名前
①お名前　②ご住所　③年齢　④電話番号

往信（表）

返信（裏）

返信（表）

往信（裏）

応募締切

8/7（水）
必着

8/25［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

14：00～15：30
会場／山形屋文化ホール（山形屋2号館6階）

入場料金／無料（要事前申込）

10/1［火］

第11回 歴史作家 桐野作人講演会
島津義弘の闘い～没後400年を迎えて～

●申込方法／メール（info@houzanhall.com）または往復はがきにて
※複数名（5名まで可）申し込みの場合、代表者名と参加人数を記載

開場13：00　開演13：30
会場／かごしま県民交流センター 県民ホール

カフェ ミニコンサート

Cafe min i Concert

日曜の朝にカフェで音楽をお楽しみください。
●曲目（予定）／E.エルガー：愛の挨拶
A.メンケン：ホールニューワールド　ほか

●場所／カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール2階）
●入場料金／無料（要ワンオーダー）

村尾智美（フルート） 前門綾香（ピアノ）

次回は9月29日（日）10：30～11：15

©Ch. Hellhake

8 31 ・9 1土 日

10：30～15：30　会場：宝山ホール

ユースケ先生の
考古学講座

－火山噴火と考古学－
火山噴火が古代人の生活にどのような影響
をあたえたか、分かりやすく解説します。

8/31（土）11：00～12：00
講師／岩永勇亮
（埋蔵文化財調査センター 文化財専門員）
定員／50名

「アラジン・メドレー」を
一緒に演奏しよう！

ウインド・オーケストラ“フォレ”のメンバー
と一緒にステージに立ち、演奏の楽しさを
体験してみませんか？

9/1（日）13：00開演
（11：30からリハーサルを実施）
演奏／ウインド・オーケストラ“フォレ”
対象／小学校高学年以上。大人の方も大歓迎！
　　　自分の楽器（吹奏楽器）を持参できる方。

Let’s フラダンス♪
男の子も女の子もパパママもみんな集まれ！
ゆったりと笑顔でフラを楽しみましょう。
初めての方大歓迎！！

8/31（土）11：00～12：00
講師／納富和子
　　　（フラ・フィオ・モアニ・ケ・アラ主宰）
対象／幼稚園児～大人まで
　　　（小学校低学年までは保護者同伴）
定員／25名

演奏はどなた
でもお楽しみ
いただけます。

アートの森 Kirishima open-air museum

宝山ホール Houzanhall みやまコンセール Miyama conseru 上野原縄文の森 Uenohara jomon no mori

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌
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〒892-0816  鹿児島市山下町5番3号　Tel.099-223-4221　Fax.099-223-2503
URL:http://www.houzanhall.com/　E-mail:info@houzanhall.com

●ホール：1,502席（車椅子席4席含む）●リハーサル室●アート・ギャラリー（3室）●会議室（5室）●多目的ルーム（1室）●休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
＊宝山ホールではホール、リハーサル室等の皆さまのご利用をお待ちしております。お気軽にご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。

宝山ホール（県文化センター）、十字屋CROSS、山形屋、ブックスミスミ オプシア
イープラス（ファミリーマート各店）、ローソンチケット（ローソン各店）
チケットぴあ（ファミリーマート各店・セブンイレブン各店）

チケット
販 売 所（鹿児島県文化センター）

※主催者の都合により、開演・終演時刻、入場方法等が変更になることがあります。お問い合わせは、それぞれの主催者へお願いします。

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/Web
予約購入

右記QRコードからもアクセス出来ます。

●アップルシート（子ども無料招待券）
左記マークのついた公演にはアップルシートを設け

ます。詳細は宝山ホールへお問い合わせください。

宝山ホール

公益財団法人
鹿児島県文化振興財団「イベントカレンダー憩」編集部
宝山ホール（鹿児島県文化センター）内
Tel.099-223-4221  Fax.099-223-2503
URL http://www.houzanhall.com/
e-mail info@houzanhall.com

各施設への交通アクセス　※QRコードより各施設ホームページへアクセスできます。

（鹿児島県文化センター）

TEL.099-223-4221
●JR鹿児島中央駅から（約10分）
　電車：朝日通り下車　バス：市営バスほか 金生町下車
●JR鹿児島駅から（約5分）
　電車：朝日通り下車　バス：市営バスほか 金生町下車
●鹿児島空港から（約60分）　空港バス：金生町下車
●金生町バス停、朝日通り電停から徒歩3分

P

P
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霧島温泉駅

大浪池霧島温泉郷

溝辺
鹿児島空港IC 日豊

本線

丸尾
柳平

牧園総合支所

霧島神宮
九
州
自
動
車
道

横川IC

新川渓谷温泉郷

223

223

霧島神宮駅

国分駅

高千穂峰

高千穂
河原

●車利用／駐車場約500台（無料）
　溝辺IC､横川ICから約25分
　鹿児島IC、都城ICから約60分

●チェロまろ号（要予約）
　鹿児島市内から直通臨時バスを往復運行します。
●路線バス
①鹿児島空港（約25分）または②霧島市国分（妙見日当山経由・約50
分）で鹿児島交通「霧島いわさきホテル行き」にご乗車ください。下車
バス停は「柳平」または「牧場」で徒歩約10分～15分
●JR／霧島温泉駅（肥薩線）､霧島神宮駅（日豊本線）より車で15分

みやまコンセール
（霧島国際音楽ホール）　TEL.0995-78-8000

九州自
動車道

栗野駅
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栗野工業
高校跡

心光寺 栗
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岳
温
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栗野I.C.

湧
水
町

　役
場

栗野中

223

268

霧島自然
ふれあい
センター

みやま
コンセール

栗野岳
レクリエー
ション村

TEL.0995-74-5945
●車利用（九州自動車道）
　鹿児島北 I.C.～栗野 I.C.（約56km、約40分）
　栗野 I.C.～霧島アートの森（約12km、約20分）
●JR・バス利用
　JR鹿児島中央駅［特急「はやとの風」］～栗野駅（約80分）
　JR鹿児島中央駅～隼人駅乗り換え～栗野駅（約90分）
　JR栗野駅から［ふるさとバス］にて約20分

…案内看板

JR日当山駅

JR隼人駅

日豊本線

隼人東IC 国分IC

JR
国分駅 60

472

東九州自動車道

錦 江 湾

223

220

504

10

10

TEL.0995-48-5701
●JR国分駅から車で約20分
●東九州自動車道国分I.C.から車で15分
●鹿児島空港から車で約40分
●九州自動車道溝辺鹿児島空港I.C.から車で40分
●九州自動車道鹿児島北I.C.（鹿児島市内）から
　東九州自動車道国分I.C.を経由し、約50分
●約450台収容の駐車場（無料）があります。
●土・日・祝日は霧島周遊観光バス運行（予約：0995‒45‒6733）　

★

ホール予約会について
2020年8月利用分のホール予約会は、2019年8月1日（木）午前10時より、
かごしま県民交流センター（３階大研修室第１）にて行います。

vol. 208

vol. 208

3土 沢田研二 SAWADA KENJI LIVE2019 SHOUT！

8月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

鹿児島音協　099-226-3465
17:30 19:30

（予定）

全席指定　8,000円
※未就学児入場不可

4日 第35回 鹿児島県合唱フェスティバル
鹿児島県合唱連盟事務局　099-227-1152

10:30 18:00 全席自由　500円

6火 鹿児島県特別支援教育研究会 夏季研修会
県特研研修係　099-282-0440（武岡台養護学校 野元）

9:30 15:30 会員は無料
非会員は1,000円

7水 第44回 鹿児島県人権・同和教育研究大会
鹿児島県人権・同和教育研究協議会　099-218-9310

10:00 16:00
参加費　2,000円
（当日参加も可）

8木 鹿児島県立甲南高等学校 第48回定期演奏会
鹿児島県立甲南高等学校　099-254-0175

13:30 15:30 入場無料

9金 百周年記念講演「尾木直樹氏」講演会
鹿児島県教職員共助会　099-226-5953

18:30 20:00 入場無料（要事前申込）

15木
KYT25周年記念事業ハローキティ45周年&
サンリオピューロランド30周年記念作品
サンリオファミリーミュージカル
KYTイベント事務局　099-285-5572（平日10：00-17：00）

11:00

14:30

12:30

16:00

全席指定
前売券　3,000円（3歳以上）
当日券　3,200円（3歳以上）

16金
Hiroko Momosaka Selection 2019
～松陽高校音楽科卒業生と共に～

コンサート実行委員会　099-220-5383

18:30 21:00
全席自由　一般2,000円
学生（大学生以下）1,000円
当日500円増

19月
幼保小の円滑な接続・連携の為の研修会
～小学校学習指導要領・幼稚園教育要領等の改訂を受けて～

鹿児島県私立幼稚園協会　099-285-6688

13:00 17:00 関係者のみ

21水 アールグレイスバレエアカデミー　第7回定期発表会
アールグレイスバレエアカデミー（info＠r-grace‐academy.jp）　099-299-0211

18:30 21:00
入場無料　　要整理券

17土 部落解放第51回全国高校生集会・第63回全国青年集会
部落解放同盟鹿児島県連合会　099-206-0402

13:00 15:50 参加費　4,000円（資料費他）

23金 鹿児島オペラ協会2019名曲コンサート
鹿児島オペラ協会　080-6454-8384

19:00 21:00
一般自由席　2,000円
高校生以下自由席　500円

24土 第10回記念鹿児島ママブラスみゅうファミリーコンサート
鹿児島ママブラスみゅう　090-2710-8411（川添）

14:00 16:00 入場無料
チケットかチラシ持参で4名まで可

31土
みて きいて あそぼう！鹿児島県文化振興財団体験フェア2019
「ステージ体験　あなたが主役！」

（公財）鹿児島県文化振興財団　099-223-4221

13:00 15:00
（予定）

入場無料

入場無料27火

25日 ベンチャーズ 結成60周年記念ジャパン・ツアー2019

かごしま国体「チームかごしま」プロジェクト
「チームかごしま」ジュニアアスリート認定証授与式

鹿児島音協　099-226-3465

鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局競技力向上対策課　099-286-5326

14:00 16:00

14:00 16:00

全席指定（税込）　5,500円
U-25　3,000円
（25歳以下・要身分証・当日座席指定）
※未就学児入場不可

18日 第29回 メダカのコンサート
NPO法人メダカの学校かごしま　099-257-8143

14:00 16:00
全席自由　一般1,000円
大学生以下500円
障碍者・幼児無料

13火 音楽劇　私の恋人

鹿児島音協　099-226-3465

18:30 20:30
（予定）

全席指定（税込）　7,800円
U-25　3,000円
（25歳以下・要身分証・当日座席指定）
＊未就学児入場不可　

11日
鹿児島県立鶴丸高等学校
第42回（創立125周年記念）定期演奏会
鶴丸高校　099-251-7387

14:00 16:15 入場無料

12月
祝
サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

鹿児島音協　099-226-3465

12:30

15:00

13:40
（予定）
16:10
（予定）

全席指定　3,000円
※3歳以上有料（3歳未満の方は
　大人の膝上の鑑賞可。）

10土
鹿児島県立武岡台高等学校芸術祭
吹奏楽部・合唱部第24回定期演奏会
武岡台高校　099-281-5233（盛山）

14:00 16:10 入場無料

みやまコンセールが！ 霧島アートの森が！
上野原縄文の森が！ 埋蔵文化財調査センターが！
宝山ホールに集結！ それぞれの施設をプチ体験。
宝山ホールで１日あそぼう♪

入場
無料

20192019

財団5施設連携企画

ミニミニ・コンサート、スノードーム作り
ミニ舞台体験、出土品の展示、楽器体験
縄文体験（火おこし体験・ミニ弓矢体験）
土器ドキパズル（土器接合体験）、舞台裏探検
ステージ体験「あなたが主役！」（8/31）
ほか多数の体験イベントを準備
※申込・詳細については宝山ホール（099-223-4221）
　までお問い合わせください

内容

第40回 2019
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チケット好評発売中

●出演／サッシャ・ゲッツェル（指揮）、キリシマ祝祭管弦楽団
●曲目／G.ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲

J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲
R.シュトラウス：歌劇「薔薇の騎士」組曲　ほか
※演奏曲目は変更になる場合がございます。

キリシマ祝祭管弦楽団公演
7/31［水］開場18：30　開演19：00（18：50～サッシャ・ゲッツェルによるプレトーク）

入場料金（全席指定）／S席6,000円　A席4,500円
A席（U-25）3,000円　※未就学児の入場・同伴はお断りします。

入場料金／500円～5,000円
※公演によって異なります。

10：00 加羽沢美濃　0歳児からのコンサート（45分）
12：15 ホルン吹きのコンサート（45分）
14：00 サウンド・オブ・ミュージックinコンサート（120分）
16：30 加羽沢美濃　午後のクラシック（60分）
19：00 堤剛×樫本大進×小菅優（120分）

●楽器体験コーナー…色々な楽器に触れることができます。 ●公演当日公開リハーサル開催！（16：00～ 入場無料）

チケット好評発売中

7/26［金］
宝山ホール祭り

第40回 2019

ハシゴして、1日宝山ホールでクラシック！

入場料金／無料9/16［月・祝］

親子で楽しむメルヘンコンサート
＆おはなし会 in 山形屋

39年間、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
首席チェロ奏者を務めた奇跡の音

宝　　　山
プレゼンツ

●出演／ フランツ・バルトロメイ（チェロ）、大迫貴（ピアノ）
●曲目／ J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲　第１番
 F.メンデルスゾーン：チェロソナタ　第２番
 F.クライスラー：愛の喜び　ほか

フランツ・バルトロメイ
チェロリサイタル

10/24［木］開場18：30　開演19：00会場／かごしま県民交流センター 県民ホール
入場料金（全席指定）／一般4,000円　U-25 2,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。　※当日各500円増

かごしまミューズ・
クラブ会員先行予約

一般発売

受付中
7/14（日）10：00～
※宝山ホールの電話予約は13：00～

チケット発売 電話
7/13（土）
10：00～

7/13（土）
13：00～

Web先行

7/14（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

8/28［水］
●会場／宝山ホール・かごしま県民交流センターチャレンジしよう 日本の伝統文化

10：00～日本舞踊
13：30～お茶、生け花

●対象（募集人数）／鹿児島県内の小・中学生（各講座25名）
●講座内容／日本舞踊、お茶、生け花
●受講料／1講座1,000円

2講座1,500円（日本舞踊+お茶）もしくは（日本舞踊+生け花）
●申込方法／往復はがきにて

夏休みに日本の伝統文化にふれてみよう！

〒892-0816　鹿児島市山下町5-3 宝山ホール
「チャレンジしよう日本の伝統文化」係

何も記入しないでください

あなたのご住所・お名前
「チャレンジしよう日本の伝統文化」希望
①希望する講座名　②お名前　③学年
④ご住所　⑤電話番号

往信（表）

返信（裏）

返信（表）

往信（裏）

ミュージカル 「この花咲くや姫」桜の精役 出演者募集
●期間／9～12月 ●対象／小学1～3年生
●定員／20名（先着順） ●公演日／12/21（土）2回公演
●公演場所／かごしま県民交流センター 県民ホール
●問合せ先／〒892-0837 鹿児島市甲突町18-21
かごしま子ども芸術センター TEL.099-219-1478
●申込方法／往復はがきにて

●出演／ 【コンサート】 又吉のぞみ（ソプラノ）、佐藤志織（ヴァイオリン）
  春田友里恵（ピアノ）
 【おはなし会】 メルヘン館職員

〒892-0837 鹿児島市甲突町18-21 かごしま子ども芸術センター

ミュージカル「この花咲くや姫」桜の精役出演者募集係

何も記入しないでください

あなたのご住所・お名前
①お名前　②ご住所　③年齢　④電話番号

往信（表）

返信（裏）

返信（表）

往信（裏）

応募締切

8/7（水）
必着

8/25［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

14：00～15：30
会場／山形屋文化ホール（山形屋2号館6階）

入場料金／無料（要事前申込）

10/1［火］

第11回 歴史作家 桐野作人講演会
島津義弘の闘い～没後400年を迎えて～

●申込方法／メール（info@houzanhall.com）または往復はがきにて
※複数名（5名まで可）申し込みの場合、代表者名と参加人数を記載

開場13：00　開演13：30
会場／かごしま県民交流センター 県民ホール

カフェ ミニコンサート

Cafe min i Concert

日曜の朝にカフェで音楽をお楽しみください。
●曲目（予定）／E.エルガー：愛の挨拶
A.メンケン：ホールニューワールド　ほか

●場所／カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール2階）
●入場料金／無料（要ワンオーダー）

村尾智美（フルート） 前門綾香（ピアノ）

次回は9月29日（日）10：30～11：15

©Ch. Hellhake

8 31 ・9 1土 日

10：30～15：30　会場：宝山ホール

ユースケ先生の
考古学講座

－火山噴火と考古学－
火山噴火が古代人の生活にどのような影響
をあたえたか、分かりやすく解説します。

8/31（土）11：00～12：00
講師／岩永勇亮
（埋蔵文化財調査センター 文化財専門員）
定員／50名

「アラジン・メドレー」を
一緒に演奏しよう！

ウインド・オーケストラ“フォレ”のメンバー
と一緒にステージに立ち、演奏の楽しさを
体験してみませんか？

9/1（日）13：00開演
（11：30からリハーサルを実施）
演奏／ウインド・オーケストラ“フォレ”
対象／小学校高学年以上。大人の方も大歓迎！
　　　自分の楽器（吹奏楽器）を持参できる方。

Let’s フラダンス♪
男の子も女の子もパパママもみんな集まれ！
ゆったりと笑顔でフラを楽しみましょう。
初めての方大歓迎！！

8/31（土）11：00～12：00
講師／納富和子
　　　（フラ・フィオ・モアニ・ケ・アラ主宰）
対象／幼稚園児～大人まで
　　　（小学校低学年までは保護者同伴）
定員／25名

演奏はどなた
でもお楽しみ
いただけます。

アートの森 Kirishima open-air museum

宝山ホール Houzanhall みやまコンセール Miyama conseru 上野原縄文の森 Uenohara jomon no mori

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌
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〒892-0816  鹿児島市山下町5番3号　Tel.099-223-4221　Fax.099-223-2503
URL:http://www.houzanhall.com/　E-mail:info@houzanhall.com

●ホール：1,502席（車椅子席4席含む）●リハーサル室●アート・ギャラリー（3室）●会議室（5室）●多目的ルーム（1室）●休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
＊宝山ホールではホール、リハーサル室等の皆さまのご利用をお待ちしております。お気軽にご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。

宝山ホール（県文化センター）、十字屋CROSS、山形屋、ブックスミスミ オプシア
イープラス（ファミリーマート各店）、ローソンチケット（ローソン各店）
チケットぴあ（ファミリーマート各店・セブンイレブン各店）

チケット
販 売 所（鹿児島県文化センター）

※主催者の都合により、開演・終演時刻、入場方法等が変更になることがあります。お問い合わせは、それぞれの主催者へお願いします。

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/Web
予約購入

右記QRコードからもアクセス出来ます。

●アップルシート（子ども無料招待券）
左記マークのついた公演にはアップルシートを設け

ます。詳細は宝山ホールへお問い合わせください。

宝山ホール

公益財団法人
鹿児島県文化振興財団「イベントカレンダー憩」編集部
宝山ホール（鹿児島県文化センター）内
Tel.099-223-4221  Fax.099-223-2503
URL http://www.houzanhall.com/
e-mail info@houzanhall.com

各施設への交通アクセス　※QRコードより各施設ホームページへアクセスできます。

（鹿児島県文化センター）

TEL.099-223-4221
●JR鹿児島中央駅から（約10分）
　電車：朝日通り下車　バス：市営バスほか 金生町下車
●JR鹿児島駅から（約5分）
　電車：朝日通り下車　バス：市営バスほか 金生町下車
●鹿児島空港から（約60分）　空港バス：金生町下車
●金生町バス停、朝日通り電停から徒歩3分

P

P

照国神社 西郷隆盛銅像

中央公園

西本願寺
別院

東郵便局

山形屋

鹿児島
市役所

市役所前電停

朝日通り電停

裁判所
中央公民館

名山小学校

南日本
　銀行

市立
美術館

県立
図書館 黎明館

博物館3 10
▲

霧島温泉駅

大浪池霧島温泉郷

溝辺
鹿児島空港IC 日豊

本線

丸尾
柳平

牧園総合支所

霧島神宮
九
州
自
動
車
道

横川IC

新川渓谷温泉郷

223

223

霧島神宮駅

国分駅

高千穂峰

高千穂
河原

●車利用／駐車場約500台（無料）
　溝辺IC､横川ICから約25分
　鹿児島IC、都城ICから約60分

●チェロまろ号（要予約）
　鹿児島市内から直通臨時バスを往復運行します。
●路線バス
①鹿児島空港（約25分）または②霧島市国分（妙見日当山経由・約50
分）で鹿児島交通「霧島いわさきホテル行き」にご乗車ください。下車
バス停は「柳平」または「牧場」で徒歩約10分～15分
●JR／霧島温泉駅（肥薩線）､霧島神宮駅（日豊本線）より車で15分

みやまコンセール
（霧島国際音楽ホール）　TEL.0995-78-8000

九州自
動車道

栗野駅

い
き
い
き

セ
ン
タ
ー

く
り
の
郷

栗野工業
高校跡

心光寺 栗
野
岳
温
泉

丸
尾

栗野I.C.

湧
水
町

　役
場

栗野中

223

268

霧島自然
ふれあい
センター

みやま
コンセール

栗野岳
レクリエー
ション村

TEL.0995-74-5945
●車利用（九州自動車道）
　鹿児島北 I.C.～栗野 I.C.（約56km、約40分）
　栗野 I.C.～霧島アートの森（約12km、約20分）
●JR・バス利用
　JR鹿児島中央駅［特急「はやとの風」］～栗野駅（約80分）
　JR鹿児島中央駅～隼人駅乗り換え～栗野駅（約90分）
　JR栗野駅から［ふるさとバス］にて約20分
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●JR国分駅から車で約20分
●東九州自動車道国分I.C.から車で15分
●鹿児島空港から車で約40分
●九州自動車道溝辺鹿児島空港I.C.から車で40分
●九州自動車道鹿児島北I.C.（鹿児島市内）から
　東九州自動車道国分I.C.を経由し、約50分
●約450台収容の駐車場（無料）があります。
●土・日・祝日は霧島周遊観光バス運行（予約：0995‒45‒6733）　
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