
会場：アートホール 第1・3展示室

4/23［火］～7/15［月］

ミニ・コンサート
インフォメーション

みやまコンセールでは、気軽に楽しめるミニ・コンサートを企画しています。実施をご希望の方は、事前にお問い合わせの上、希望月の前
月１日（必着・休館日の場合は翌日）までにお申し込みください。●申込書はホームページからダウンロードできます。●開催日／原則とし
て高校生以下20名以上、または一般30名以上の申し込みがあった日（他イベント等催し物等支障のない日に限ります。）●料金／一般：
500円、高校生以下：200円●すでに開催が決定しているミニ・コンサートの鑑賞は、予約以外の一般の方も入場できます。

10金 ミニ・コンサート

5月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

みやまコンセール　0995-78-8000

一般 500円
高校生以下 200円

15:00 16:00

今年もみやまコンセールを中心に、県内各地で国内外の一流アーティストによる演奏会を開催します。
詳しくは霧島国際音楽祭総合パンフレットまたは公式ホームページ（http://www.kirishima-imf.jp/）をご覧ください。

鮮やかな色使いと大胆でユニークな画風で子供
に限らず大人にも人気の絵本作家、飯野和好の

代表作『ねぎぼうずのあさたろう』。作家本人のよみかたりで構成する、いままでにない「純和風」のコンサート。音楽には笙・篳篥・龍笛の雅
楽三管を中心とした、女性3人による雅楽ユニット「雅楽三昧 中村さんち」が登場。いっしょに歌ったり、新しい雅楽の世界をのぞいたり。楽
器の演奏体験コーナーも含め、聴衆参加型で会場を一気に絵本と音楽のイマジネーションの旅へ誘い込みます。

新年度コレクション展

場所／展示館常設展示室　入場料／展示館利用料金 

5/17［金］まで開催中

河口コレクション紹介コーナー

「標式遺跡シリーズ②」

2019年度アートラボ

風景をつくる眼。中原慎一郎が出会ったアート、デザイン、工芸
Shinichiro Nakahara’s Eye, How to make our own Landscape

紙粘土で作る
アートのモンスター

４施設にあります入会申込書に必要事項をご記入の上、「かごしまミューズ・クラブ事務局」
まで郵送してください。宝山ホール・みやまコンセール窓口でもお手続きいただけます。

かごしまミューズ・クラブのご案内 Kagoshima muse club

自主事業公演のチケット
を一般発売に先駆けて予
約受付します。

チケットの
先行予約

自主事業公演ごとに４枚
まで１０％割引にてお求
めになれます。（割引対象
外の公演もあります。） 

チケットの
割　引

会員及び同伴者４名様まで上野
原縄文の森の利用料金、霧島ア
ートの森の常設展・企画展の入
園料の２割相当額を割引します。

入園料金・
利用料金の割引

宝山ホールと霧島アート
の森内にあるカフェでの
飲食代が１０％割引にて
利用できます。

カフェの
利用割引

みやまコンセール自主事
業「Power of Voice
～声力・唄力～vol.2　
2019.5.26（日）」に無料
ご招待いたします。

会　　員
特別特典

●イベント・公演情報をいち早くお届けします。　●各施設の特典を共通して受けられます。

＜入会方法＞
お得な♪

年会費　＊登録月から１年間有効
●個人会員　2,000円
●団体会員（20名以上・1名につき）　1,500円
＊団体でのお申し込みは事前にお問合せください。

お問合せ
かごしまミューズ・クラブ事務局（みやまコンセール内）
〒899‐6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311‐29
TEL 0995‐78‐8000

参加料／入園料の他に200円

5/5［日・祝］ 14：00～16：00

クレス・オルデンバーグ
《ソフト・サクソフォン》
1992年

©関めぐみ

●講師／野崎正博（姶良市立帖佐中学校教諭）
●定員／20名（年齢制限はなく、どなたでも気軽に参加できます。）
●申込方法／電話による事前申込み（定員になり次第締め切ります。）

第54回企画展に関する講演会を開催します。
●場　所／展示館多目的ルーム
●資料代／100円
●定　員／80人程度（要事前申込み）
※講演終了後、希望者を対象に企画展示室で講師による
　ギャラリートークを行います。
（別途展示館利用料金が必要） ●講師／鹿児島大学 名誉教授　大木 公彦 氏

●定員／80人程度（要事前申込み）

長年、鹿児島県の考古学界をリードしてきた、故・河口貞徳氏
（元鹿児島県考古学会会長）が調査した遺跡の考古資料等を紹介
するコーナー。
今回は、縄文時代後期～晩期（約3,200～2,800年前）に該当す
る３つの遺跡について紹介します。

場所／展示館企画展示室　入場料／展示館利用料金 

4/20［土］～7/7［日］

6/1［土］ 10：00～11：30

第５４回
企画展

バックナンバー
いにしえ

古の美術品Ⅱ
～新聞でみた考古資料～

場所／体験広場　入場料／無料　※体験活動は有料になります

5/3［金］～5［日］ 10：00～15：00

第１６回

縄文の森 春まつり

場所／展示館多目的ルーム　資料代／100円

5/18［土］ 10：00～11：30

考古学講座 第２回

上野原台地の謎と旧石器・
縄文人の見た火山の驚異

南日本新聞に３年
以上にわたって連
載中の「古の美術
品」は、これまで
160回以上の考古資
料が紹介されており、
写真とともに軽妙で
面白い解説は、読者
から好評を得ています。

今回の企画展では、新聞に
掲載された考古資料のうち前回紹介できなかったも
のを展示し、視点を変えると見えてくる様々な用途や
かたちの面白さなどを解説することで、埋蔵文化財の
新な魅力をお届けします。

上野原台地に秘め
られた謎とそこで
生活していた古代
人が遭遇した火山
の驚異について解
き明かします。

楽しいステージパ
フォーマンス、まつ
り限定の縄文体験、
おいしくて人気のど
んぐりうどん、ゴー
ルデンウィークは、
縄文の森へぜひお
越しください。

知らない曲を知ったり、
知っているすきな曲をきけ
てよかった。おもしろい。楽
しい。すごい。（10代）

いろいろな音楽が聴けて
とてもハッピーでした。コラ
ボがとても楽しく、ぜひまた
企画してください。（50代）

こんなに色 な々ジャンルを一度
に聴けたのは初めてです。毎年
ぜひ開催のほどよろしくお願い
します。最高でした♡

どの地方の歌声も素晴らしく、
また皆さんのテクニックや表
現力も素晴らしく、感動しまし
た。声ってすごいなあと思いま
した。またこのようなコンサート
をぜひお願いします。（30代）

素晴らしい歌声、構成に
感動しました。身近でこん
な歌が聴けるとは！感動で
した。司会もとても素晴らし
かったですよ！（60代）

屋内収蔵作品
43点の中から
精選した作品を
展示します。

会場：アートホール 第2展示室

4/27［土］～6/30［日］ 　「風景」という言葉は、目の前に広がる自然だけを指すものではな
いでしょう。そこに人工的な建造物が加わり、集落ができて生活が
始まると、離れた地点から眺めれば、人々の営みも含めたすべてが
風景となるはずです。家具デザインに興味を持ち、鹿児島から東京
に出た中原慎一郎は、自ら興した会社〈ランドスケーププロダクツ〉
を通じて、そのときどきの興味に忠実に、活動の幅を広げていきま
した。その中心にある考えは「よい風景をつくる」というものでした。
　今回は、中原の憧れの対象であったデザインや工芸やアート作
品などと、それらを学ぶことで出会った鹿児島の若い工芸家たちの
作品などを、26のキーワードに分けて並列に展示していきます。そ
こには、鹿児島によりよい風景をつくるために欠かせない自由な発
想や独創性が、おのずと浮かび上がってくることでしょう。どうぞご
期待ください。

＜関連事業＞
●オープニングイベント　4/27（土）14：00～16：30
eatrip 野村友里、十五代沈壽官、中原慎一郎ほか
●トークイベント　4/27（土）十五代沈壽官、4/28（日）野村友里
 ※５・６月も実施。詳しくはHPをご覧ください。
●PlayMountain POP UP shop
4/27（土）～5/6（月）及び毎週土日

企画展講演会

15水 ミニ・コンサート

みやまコンセール　0995-78-8000

植村ピアノ教室　0995-43-3796

一般 500円
高校生以下 200円

16:00 17:00

16木 ミニ・コンサート

みやまコンセール　0995-78-8000

一般 500円
高校生以下 200円

13:30 14:30

17金 きりしま郷土芸能の夕べ（霧島神楽・九面太鼓）

(公社)霧島市観光協会　0995-78-2115

入場無料20:30 21:30

26日
みやまコンセール開館25周年記念事業

Power of Voice ～声力・唄力～ Vol.2

みやまコンセール　0995-78-8000

一般 4,000円
学生 2,000円

13:00 16:45

12日 ピアノ発表会（小ホール） 入場無料14:00 16:45

日本で最も熱いフェスティバル！
雄大な自然と音楽のハーモニー

みやび

雅の世界をのぞきみれば 楽しきかな 楽しきかな

鹿児島県内の幼児（４歳以上）、小・中・義務教育学校・高校・特別支援学校の児童・生徒を
無料ご招待します！

ソウルフルに！カラフルに！ヴォイスの祭典、再び！

先着
100名
限定

7/18［木］～8/4［日］

第40回

2019

6/16［日］ 開場13：30　開演14：00　終演16：00（予定）
入場料金（全席指定）　一般2,000円　4歳～学生500円

みやま音楽アカデミーⅠ　 雅楽は楽しいっ！
純和風読み語りコンサート

「絵本時代劇　痛快！ねぎぼうずのあさたろうとはじめての雅楽の旅」

雅楽三昧 中村さんち（
りゅうてき

龍笛・
ひちりき

篳篥・
しょう

笙）
飯野和好
（絵本作家）

平野 文
（声優）

かごしまミューズ・クラブ会員先行予約
一般発売

4/6（土）10：00～
4/21（日）13：00～

チケット発売 電話

4/20（土）10：00～
4/20（土）13：00～

Web先行

4/21（日）10：00～

窓口、プレイガイド

かごしまミューズ・クラブ会員
先行予約

一般発売

4/24（水）12：00～
※先行予約期間中は、みやまコンセールでのみ受付

4/27（土） みやまコンセール 10：00～
 宝山ホール 13：00～

チケット発売 電　話

4/25（木）
12：00～

4/26（金）
12：00～

Web先行

4/27（土）
10：00～

窓口、プレイガイド

The 40th KIRISHIMA International Music Festival 2019 KAGOSHIMA

応募開始 4/20（土）
※記入例のとおり往復ハガ
キでお申し込みください。
※ハガキ1枚につき、保護者
1名は無料です。

郵便往復はがき

往　　信

霧島市牧園町高千穂
3311-29
みやまコンセール 内

「雅楽は楽しいっ！」
無料ご招待係　行

何も
記入しない
でください

往信（表）

8 9 9 6 6 0 3
郵便往復はがき

返　　信

あなたのお名前、
ご住所

①申込者全員の氏名・年齢・
　学校（園）・学年
※代表者にはふりがなを
　書いてください。

②住所
③電話番号
④幼児･児童･生徒○枚
⑤保護者○枚

返信（裏） 往信（裏）返信（表）

チェロまろコーナー vol. Power of Voice～声力・唄力～Vol.2 編10

発第205回 見 楽 し み 工 房

写真提供：ジェスク音楽文化振興会

※写真は昨年公演の様子です。

＜双口土器＞

今月号の表紙を飾った
「Power of Voice～声力・
唄力～Vol .2」は、「声の
力」がテーマのコンサート第
2弾ちぇろ！2018年3月に
開催した第1弾のコンサート
を聴きに来てくれたみんなの
声を紹介するちぇろ♪

みんな「こえのちから」「うたのちから」に感動してくれて嬉
しいちぇろ♡ぜひまた開催してほしい！という声も多かった
ちぇろ！スタッフも第2弾の開催に向けて心をこめて準備し
てきたけれど、出演するアーティストさんたちも、このコン
サートに、すご～く熱い気持ちやメッセージを込めてくれる
ちぇろ！！開館25周年記念にスペシャルなコンサートをみ
んなと一緒に味わうのが、今からと～っても楽しみちぇろ
♪5月26日にみやまコンセールで待ってるちぇろ！！！ 

とても楽しかったです。私も長年コーラ
スをしてきました。年をとってやめてし
まったので淋しく思っている今日この
頃。やっぱり「うた」はいいなあと思いま
した。また歌ってみようかしら…

軽量紙粘土でか
わいいアートの
モンスターをつ
くります。大人も
こどもも素敵な
オブジェに仕上
げましょう。

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
●入園料：一般310（240）円／高大生200（160）円／小中生150（120）円／幼児無料　※（　）内は20人以上の団体料金

〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場6340-220
Tel. 0995-74-5945　Fax.0995-74-2545
URL:http://www.open-air-museum.org/
E-mail：info@open-air-museum.org

@open_air_museum
鹿児島県霧島アートの森

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）●入園料：一般310（240）円／高大生210（160円）／小中生150円（120円）／幼児無料
※（　）内は20人以上の団体料金　※各イベントについてのお申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

〒899-4318 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号
Tel.0995-48-5701　Fax.0995-48-5704
URL:http://www.jomon-no-mori.jp
E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jp

〒899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311-29
Tel.0995-78-8000　Fax.0995-78-3311

URL:http://www.miyama-conseru.or.jp
E-mail:info@miyama-conseru.or.jp

●主ホール（座席数：770席）●野外音楽堂●リハーサル室
●小ホール●練習室（8室）●休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

みやまコンセール、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
ローソンチケット（ローソン各店）、チケットぴあ（セブンイレブン各店・サンクス各店）、イープラス（ファミリーマート各店）

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

チケット
販 売 所

Web予約購入

※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。
※有料公演で特に記載のない場合、未就学児はご入場いただけませんので、あらかじめご了承ください。※ミニ・コンサートは３歳以上のお子様から入場できます。

左記QRコードからも
アクセス出来ます。

（霧島国際音楽ホール）
みやまコンセール

各種サービスについて、詳しくはホームページをご覧いただくか、みやまコンセールへお電話ください。

霧島に泊まってお得♨
チケット特典（要申込）

公演の前日または当日に、霧島
温泉旅館協会加盟のホテル･旅
館に宿泊される方は、チケット
を定価の半額で購入できます。

みやま特急チェロまろ号
（有料・要予約）

鹿児島市内から直通臨時バス
を往復運行します。所要時間は
約80分、大人往復2,000円で
学生割引もあります。

ぽっぽや特製チェロまろ
弁当（数量限定販売）

四季折々の地元特産品を食材
にした竹ん皮おにぎり弁当を、
公演当日の昼食としてご利用い
ただけます。予約がおすすめ。

託児サービス
（有料・要予約・定員9名）

2歳から就学前のお子様を公演
中お預かりいたします。料金は1
人500円で、各公演1週間前ま
での受付です。


