〒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/

宝山ホール

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
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）

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。
Web
予約購入

●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。

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/
右記QRコードからもアクセス出来ます。

※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。

9月の催物 / 問い合わせ先

1日

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

13:00

18:00

14:00

20:00

2019年度 松竹特別公演

11 水
13 金
14 土

13:30

099-226-3465

前川清ファミリーコンサート

13:00

ソワード
（株） 099-223-8005

キングレコード歌謡祭in鹿児島
株式会社オールクリーン社

12:30

鹿児島中央高校芸術鑑賞教室

22 日

第11回九州合唱コンクール小学校部門鹿児島大会

23 月

鹿児島信用金庫吹奏楽部チャリティー演奏会

25

全日本合唱連盟九州支部鹿児島県合唱連盟

鹿児島信用金庫業務統括部

13:00

全席指定
S席 7,000円

A席 5,500円

※未就学児入場不可

S席 6,500円（税込）

15:30

全席指定

16:15

全席指定（税込）
S席 4,500円 A席 3,500円

（予定）

16:00

入場無料 要整理券
ヤクルトレディーに申込み招待券発行

関係者のみ

10:00

15:40

全席自由 一般券 1,800円
学生券（大学生，高校生）1,000円
小中学生券 500円

14:30

16:30

全席自由

テアトル・エコー「八月の人魚たち」

28 土

第48回鹿児島高校吹奏楽部定期演奏会

099-224-2888

鹿児島高校吹奏楽部

夢スター歌謡祭

19:00

（予定）

20:30

全席自由

（予定）

1,000円

18:30

9/27

13:30

入会費 2,000円
会 費 2,400円
16:05 （学生 1,000円）

14:30

16:30

21:05

13:00

15:00

全席指定

前売PS席 9,180円
SS席 7,538円
（当日SS席 8,640円）

2020年9月利用分のホール予約会は、2019年9月1日
（日）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。

親子で楽しむメルヘンコンサート
＆ おはなし会 in 山形屋
9/16
［月・祝］

●出演／令和元年度
（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

ユースケ先生の考古学講座
−火山噴火と考古学−

8/31
［土］11：00〜12：00

永里奈々恵（ピアノ）

定員／50名

（先着順／当日席あり）

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。

●講師／岩永

勇亮

（埋蔵文化財調査センター

文化財専門員）

8/31
［土］11：00〜12：00

開催
決定！

定員／25名（先着順）

早坂卓（バリトン）

福原明音（チェロ）

和子（フラ・フィオ・モアニ・ケ・アラ 主宰）

当初「若葉コンサート」
は7/3（水）
に開催予定でしたが、梅雨前
線により記録的な大雨となることが予想されたため、
『延期』
とさせ
ていただきました。7/3のチケットをお持ちの方は、
そのままご来場
いただけますが、払戻を希望される方は宝山ホールで対応させて
いただきます。詳細はＨＰもしくは宝山ホール（099-223-4221）
へお問い合わせください。

チケット好評発売中

●対象／幼稚園児〜大人まで
（小学校低学年までは保護者同伴）

8/31
［土］開演13：00

第11回

歴史作家 桐野作人講演会

島津義弘の闘い

●出演／Caprice

Saxophone Quartet、Shima Shima Band、
NPO法人ミュージカル劇団エルフシアター
奄美歌謡同好会、鹿児島中央高等学校音楽部
悠希＆仁奈、Jumping Star、鴨池第二児童クラブ

※当日は指揮者体験も予定

●演奏／ウインド・オーケストラ“フォレ”

久保園舞香（メゾ・ソプラノ）

〜お知らせ〜

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！！

9/1
［日］ 開演13：00

若月仁美（ソプラノ）

●指揮とお話し／増森健一郎

●演奏曲目
（予定）／久石譲メドレー、
アラジンメドレー

ほか

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、
「アラジン・メドレー」
を演奏したい人募集！
お申込み・詳細については、宝山ホール
（099-223-4221）
まで

〜没後400年を迎えて〜
開場13：00 開演13：30
10/1
［火］会場／かごしま県民交流センター 県民ホール
入場料金／無料（要事前申込）

●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

往信
（表） 〒892-0816 鹿児島市山下町5-3 宝山ホール

「桐野作人講演会」係
返信
（裏） 何も記入しないでください
返信
（表） あなたのご住所・お名前（２名以上は代表者名）
往信
（裏） ①お名前（2名以上は代表者名） ②参加人数
③ご住所
④電話番号

文化庁委託事業 日本の演劇人を育てるプロジェクト 演劇人交流育成公演 in 鹿児島

10：30〜11：15
9/29
［日］
（カフェの開店時間は10：00〜）

ミュージカル

日曜の朝に
カフェで音楽を
お楽しみ
ください。

入場料金／無料
堀之内夏菜子

（ピアノ）

ほか

入場料金（全席自由）／1,000円

カフェ ミニコンサート

（山形屋2号館6階）

春田友里恵（ピアノ）
【おはなし会】
メルヘン館職員
●曲目
（予定）／ドイツ民謡：山の音楽家
Ａ．
メンケン：ホール・ニュー・ワールド

開演19：00

Cafe mi ni Co n c ert

14：00〜15：30
会場／山形屋文化ホール

●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）

●内容／ミニミニ・コンサート、
楽器体験、アート体験（スノードーム作
り）、
縄文体験（火おこし体験・ミニ弓矢遊び）、
ミニ舞台体験、土器ドキ発
（土器ドキぬりえ＜ペーパークラフト＞、土器ドキパズル＜土器接合＞） ほか
見！

みて きいて 体感しよう 吹奏楽♪

入場無料

9/25
［水］ 開場18：30

未来の舞台芸術を担う若者がここからはばたく

公募で選ばれた団体による、楽しいステージ♪

9/26

〜若葉コンサート〜
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
※当日500円増

ステージ体験「あなたが主役！」

0570-064-724

ホール予約会について

慈善会員券 300円

099-255-3211

春組対秋組歌合戦

入場料／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。

●講師／納富

099-223-4221

市民劇場9月例会

10：30〜
8/31
［土］
・9/1
［日］15：30

Let s フラダンス♪

15:45

099-227-1152

26 木
27 金

（株）夢グループ

全席指定 6,800円

14:00

099-224-8411

（公財）鹿児島県文化振興財団

鹿児島市民劇場

（公財）鹿児島県文化振興財団

2019

099-226-1574

（公財）鹿児島県文化振興財団アーティストバンク
若葉コンサート
水 登録アーティスト紹介公演

29 日

（予定）

鹿児島ヤクルト販売（株） 099-223-8960

19 木

祝

16:30

0120-365-640

ヤクルト健康フォーラム「乳酸菌でわっぜ元気」

鹿児島中央高校

財団5施設連携企画

入場無料

0570-09-2424

8 日 「蘭 〜緒方洪庵 浪華の事件帳〜二幕」
鹿児島音協

入場方法

099-223-4221

HIRAIDAI Concert Tour 2019 THE GIFT
株式会社 キョードー西日本

終演

アーティストバンク登録アーティスト紹介公演

「みて きいて 体感しよう吹奏楽♪」
（公財）鹿児島県文化振興財団

7土

開演

手塚洋子

（メゾソプラノ）

●曲目
（予定）／R.シュトラウス：献呈

Miyabi作詞、村松崇継作曲：いのちの歌
●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）
次回は10月27日
（日）10：30〜11：15

「この花咲くや姫」

①開場13：30 開演14：00 ②開場17：00
12/21
［土］ 会場／かごしま県民交流センター 県民ホール

12/22
［日］

開場14：30 開演15：00
会場／鹿屋市文化会館

ミュージカル「この花咲くや姫」
●期間／9〜12月

●対象／小学1〜3年生

県民ホール
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
●問合せ先／〒892-0837

開演17：30

11年前に100人の子どもたちで演じた創作
ミュージカル「この花咲くや姫」が形を変えて
再演します。
プロのミュージカル俳優と鹿児島
のメンバーが同じ舞台に立ちます。

桜の精役 出演者募集

●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

入場料（全席指定）／一般 1,500円 U-18 1,000円
※当日各500円増 ※未就学児入場可（膝抱き以外は有料）。

往信
（表） 〒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
返信
（裏） 何も記入しないでください
返信
（表） あなたのご住所・お名前
往信
（裏） ①お名前 ②ご住所 ③年齢 ④電話番号

