
子連れだからこその良
さを感じる雰囲気で、貴
重なコンサートでした。

ホール予約会について
2020年5月利用分のホール予約会は、2019年5月1日（水）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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5日 鹿児島県立松陽高等学校 第36回定期演奏会

5月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

6月 第7回樟南高等学校吹奏楽部定期演奏会

18土
宝山プレゼンツ

ちびっ子集まれ！クラシックっていいな～
ファミリーコンサート

（公財）鹿児島県文化振興財団　099-223-4221

鹿児島県立松陽高等学校　099-278-3986

樟南高等学校（田畑）　099-281-2900

GAKUONユニティ・フェイス　0985-20-7111

全席自由 おとな1,500円
 こども（中学生以下）750円
 親子ペア2,000円

14:00 15:30

15:00 16:45
（予定）

13:00

17:00

15:30
（予定）

19:30
（予定）

19日
赤西仁 JIN AKANISHI 5th Anniversary
Our Years Film
（JIN AKANISHI “THANK YOU” TOUR 2019 代替公演）

全席指定4,000円（税込）
※3歳未満入場不可（3歳以上有料）
※お子様の会場における安全責任は、
　同行保護者に負っていただきます。
※赤西仁本人の出演はありません。
※再発売でチケットを購入された方への
　入場特典はございません。

入場無料（要入場整理券）

入場無料

17:00 未定

キョードー西日本　0570-09-2424
25土 sumika 『Chime』Release Tour

全席指定6,000円（税込）17:00 未定

鹿児島玉龍高校　099-247-7161（前田）
26日 第62回 鹿児島玉龍中学・高等学校定期演奏会 入場無料14:00 16:30

鹿児島県高等学校教育研究会音楽部会　090-5480-1696（米丸）

30
31
木

金

第68回 鹿児島県高等学校音楽祭
入場無料

10:00 17:40
（予定）

5/30

9:30 17:40
（予定）

5/31

第35回 鹿児島新人演奏会 ご報告
「第35回鹿児島新人演奏会」が去る3月24日（日）、宝山ホールで開催されまし
た。ピアノや管楽・声楽などの分野で参加した16名が表現する清新で若さ溢れ
る演奏に、集まった聴衆も魅了されました。受賞された方々は次の通りです。

２０１８年３月に開催し、好評を博した「声の力」がテーマのコンサート第２
弾！開館２５周年を記念して、今回は韓国や北海道から貴重なウタの文化遺
産や、圧倒的存在感のモンゴル民謡、そして百花繚乱に広がるアカペラコー
ラスの競演まで。もちろんこの日限りの貴重なコラボもお聴き逃しなく！

０歳児から入場できて、
親子で楽しめるコンサート！

ハシゴして、1日宝山ホールでクラシック！
●公演内容
　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・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）

公演
日時

鹿児島県内に活動拠点を置くアマチュアの劇団、舞踊団体、オーケストラ、吹奏楽、
コーラス団体などの音楽団体で、これまでに大舞台で上演機会のないアマチュアの芸
術文化団体に、宝山ホールでの公演の機会を提供している事業です。

宝山ホールご利用案内
多目的に利用できる施設です。皆様のご利用
をお待ちしております。
●ホール／1,502席（車いす席4席含む）

●会議室（5室）
定員各20～100名の
会議室

●多目的ルーム（1室）
日本舞踊やフラダンス
等の練習にご利用でき
ます。

●鹿児島県知事賞　山田 亜理沙（ピアノ）／写真左
●鹿児島県文化振興財団理事長賞　田代 衣音（クラリネット）／写真中央

横内 梨帆（ヴァイオリン）／写真右

●公演内容／演劇、舞踊・ダンス、ミュージカル、
オーケストラ、吹奏楽、合唱、伝統芸能など

●公演時期／2020年1月～3月
※公演団体決定後、ホールの空き日の中から団体と協議の上決定します。
　なお、平日になる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

●公演条件／公演に係るホール利用料、附属設備等利用料（照明費等）
は、宝山ホールが負担します。上記以外の広告宣伝費、人
件費、道具等運搬費等は公演団体の負担となります。

●応募方法／応募申請書（宝山ホールHPからダウンロード可）に必要事項を
ご記入の上、宝山ホールへ提出してください。（郵送可）

※詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

これまでの公演

平成29年度
●宝山 de メルヘン

平成30年度
●鹿児島在住の表現者たちで創り出す夢への物語「夢」
～無敵だったあの頃～

●ハッピートロンボーン 5th コンサート

●リハーサル室（1室）
吹奏楽や合唱等の練習
にご利用できます。
（ピアノあり）

●アート・ギャラリー
写真や絵画等の展示に
ご利用できます。
※販売・契約目的の利用は
できません。

2019年度

かごしま夢舞台支援事業公演団体募集！

ステージ体験
「あなたが主役！」参加者募集

20192019
8/31［土］

5/19［日］

●募集定員／6～8組の団体もしくは個人
●応募条件／出演時間5～15分（セッティングから撤去まで最大20分）　音響反射板は設置いたしません。あらかじめご了承ください。
●応募方法／応募用紙（宝山ホールHPからダウンロード可）に必要事項をご記入の上、郵送かFAXまたはメールにてお申込みください。
※詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

開演／13：00　参加費／無料　会場／宝山ホール

10：30～11：15
（カフェの開店時間は10：00～）

5/18［土］ 開場13：30　開演14：00

入場料金（全席自由）
おとな1,500円　こども（中学生以下）750円　親子ペア2,000円
※親子ペアは、おとな券1枚とこども券1枚をセットにした券です。
※3歳未満の膝抱きでの入場は無料。ただし、3歳未満でも席が必要な場合には有料。

昨年のコンサートに来ていただいたお客様のご感想をご紹介します

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。

●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）
●曲目／後悔と決心（Ｇ．ショッカー）

コンチェルティーノ op.107（Ｃ．シャミナード） ほか

未来の舞台芸術を担う若者がここからはばたく
●出演／2019年度（公財）鹿児島県文化振興財団
　　　アーティストバンク登録アーティスト

次回は6月23日（日）10：30～11：15

チケット好評発売中 チケット好評発売中

宝山プレゼンツ ちびっ子集まれ！
クラシックっていいな～
ファミリーコンサート

7/3［水］開場18：30　開演19：00

（公財）鹿児島県文化振興財団
アーティストバンク登録アーティスト紹介演奏会

～若葉コンサート～※写真は昨年の公演の様子です。

7/26［金］ 入場料金／500円～5,000円
※公演によって異なります。

入場料金（全席自由）／1,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。※当日500円増

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。

宝山ホールのステージで「主役」になってみませんか？

財団5施設連携企画

宝山ホール祭り

ゲッツェル指揮×スーパー・オーケストラ
ウィーンの風・華やかなる名曲の数々
●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／喜歌劇「こうもり」序曲（J.シュトラウスⅡ）

歌劇「薔薇の騎士」組曲（R.シュトラウス）
歌劇「アイーダ」より『凱旋行進曲』（G.ヴェルディ） ほか
※演奏曲目は変更になる場合がございます。

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）

●かごしまミューズ・クラブ会員のみなさまへ
先行予約期間中（4/24［水］～4/26［金］）はみやまコンセール（0995-78-8000）へお電話でお申し込みください。
●一般発売　4/27（土）10：00～ ※宝山ホールの電話予約は13：00～

チケット発売

キリシマ祝祭管弦楽団公演第40回 2019

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
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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

い
き
い
き
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の
郷

栗野工業
高校跡
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温
泉
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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。

★

クラシックには興味が
あったのですが、小さ
い子を連れてとなると
なかなか行けず、一緒
に楽しめたのが良かっ
たです。生演奏はやっ
ぱりいいですね。

宝山
ホー
ルコ
ンサ
ート情

報！

5/18●土

入場料金（全席自由）／
おとな１、５００円　こども（中学生以下）７５０円　親子ペア2,000円

※親子ペアは、おとな券1枚とこども券1枚をセットにした券です。
※3歳未満の膝抱きでの入場は無料。ただし、3歳未満でも席が必要な場合には有料。

曲目／ボレロ（M.ラヴェル）、「アラジン」より（A.メンケン）
サウンド・オブ・ミュージック（R.ロジャース）
2020応援ソング『パプリカ』（米津玄師） ほか

※演奏曲目は変更になる場合がございます。
※チケット、公演の詳細については宝山ホール（099-223-4221）まで！

開場 13：30
開演 14：00

０歳児から入場可能！こどもも、お父さんも、

お母さんもファミリーで楽しんじゃおう！大人も

満足いただける質の高い演奏をお届けします。

宝山プレゼンツ

子どもに音楽がある
喜びを体験させるこ
とができました。

普段なじみの少ないク
ラシックですが、子ど
もたちに良い経験をさ
せてあげられました。

52019

May

♪ ～
こえぢから

声力・
うたぢから

唄力～
Vol.2

Powerof
Voice
5/26●日
開場12：30　開演13：00　終演16：45（予定）　　　入場料（全席指定）　一般4,000円　学生2,000円

第１部　民俗・魂の歌声

＜韓国のパンソリ＞
安聖民(唱者)・趙倫子(鼓手)

＜アイヌの伝統歌＞
ＭＡＲＥＷＲＥＷ

＜中央アジアの喉歌・モンゴル民謡＞
嵯峨治彦・三枝彩子

＜ご案内役＞
阿部金三郎

＜世界の民族合唱曲＞
BrilliantHarmony
松下 耕（指揮）

＜女性アカペラグループ＞
ＸＵＸＵ

＜男性アカペラグループ＞
ChickenGarlicSteak

チケット販売所

みやまコンセール、宝山ホール、十字屋CROSS、ブックスミスミ オプシア、山形屋
ローソンチケット（Lコード 87332）、チケットぴあ（Pコード 141-437）、e+イープラス

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。

ソ
ウ
ル
フ
ル
に
！

カ
ラ
フ
ル
に
！

ヴ
ォ
イ
ス
の
祭
典

再
び
！

第2部　魅惑・彩の歌声

©Toshihiro Otsubo

かごしまミューズ・クラブ会員様無料ご招待公演！

チケット
好　評
発売中

開館25周年記念事業
Miyama conseru

25th
Anniversary 

★　★
　★　★　★ 応募締切

5/25（土）
必着

応募締切

5/19（日）
必着

中夷雲母（フルート） 南條文香（ピアノ）

●出演／平田由希（ソプラノ）、早坂卓（バリトン）、
宝山室内アンサンブル（えんそう）

●曲目／ボレロ（M.ラヴェル）、「アラジン」より（A.メンケン）
サウンド・オブ・ミュージック（R.ロジャース）
2020応援ソング『パプリカ』（米津玄師） ほか
※演奏曲目は変更になる場合がございます。

みやまコンセール Miyama conseru

宝山ホール Houzanhall アートの森 Kirishima open-air museum 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

52019

May

〒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


