みやまコンセール

〒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
チケット
販売所

（霧島国際音楽ホール）

●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）

URL:http://www.miyama-conseru.or.jp

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）
ローソンチケット

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

※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。

10月の催物 / 問い合わせ先

2水
3木
11 金
16 水
17 木
23 水
30 水
5土

ミニ・コンサート

みやまコンセール

開演

終演

10/2

10:30

11:30

10/3

11:00

11:50

10/11

10:30

11:30

10/16

10:30

11:30

10/17

10:30

11:30

10/23

10:30

11:30

10/30

10:30

11:30

14:00

16:00

祝

27 日

みやま音楽塾（第5回）

入場方法

今年は秋のシマ唄祭り

バスツアー＆コンサート

一般

500円

高校生以下 200円

霧島芸術の森を巡る旅
11/17
［日］開場13：30

開演14：00

終演15：30
（予定）

コンサートだけ
でもお楽しみ
いただけます♪

入場料金（全席指定） 一般1,500円 3歳〜学生500円 ※コンサートのみの料金

入場無料

みやまコンセール

10:00

17:30

受講申込者のみ

10:00

15:00

受講申込者のみ

0995-78-8000

みやま音楽塾（第6回）

13:00

16:20

0995-78-8000

一般
1,000円
3歳〜学生 500円
0歳〜2歳
無料

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。

野外音楽フェス〜みやまの森の響き〜
開演13：00

かごしまミューズ・クラブ会員：先行予約受付中

石嶺 愛莉（沖縄民謡）

（日）10：00〜
一般発売：9/22

バスツアー（鹿児島中央駅発着・選べる２コース）

霧島アートの森コース

集合／8：45

時間／9：00〜17：30

このコースは、霧島アートの森にて「特別企画展 石川直樹展」を鑑賞しま
す。高千穂牧場でランチを楽しんだあとはシマ唄を堪能！帰りには、地元産
の野菜やお土産、ジェラートなどが揃う霧島ふもとの駅にも立ち寄ります。
鹿児島中央駅（西口）
17：30着

集合／8：45

出発／9：00

霧島アートの森鑑賞
10：10〜11：20

霧島ふもとの駅
16：00〜16：30

松下美術館コース

集合／8：45

時間／9：00〜17：30

このコースは、松下美術館にて美術鑑賞をします。黒酢の郷 桷志田で黒酢
ランチを楽しんだあとはシマ唄を堪能！帰りには、地元産の野菜やお土産、
ジェラートなどが揃う霧島ふもとの駅にも立ち寄ります。

高千穂牧場（昼食）
12：10〜13：10

みやまコンセール
（コンサート鑑賞）

鹿児島中央駅（西口）
17：30着

13：30〜15：45

集合／8：45

出発／9：00

松下美術館鑑賞
10：00〜11：20

霧島ふもとの駅
16：00〜16：30

黒酢の郷 桷志田
（昼食）
11：30〜12：30

みやまコンセール
（コンサート鑑賞）

13：30〜15：45

●バスツアーお申込先／株式会社

霧島観光社 TEL：099-226-3388 FAX：099-226-7623 E-mail：kirikan@po.minc.ne.jp
鹿児島市西千石町1番24号 営業時間＜平日＞8：30〜18：00 ＜土曜＞8：30〜17：00 ＜休み＞日祝
チケット発売（各コース定員43名）先着順

かごしまミューズ・クラブ会員：先行予約受付中

（日）10：00〜
一般発売：9/22

受付締切：11/9（土）17：00

やみつき！ギャグ×ブラス

終演16：20
（予定）

ムノツィル・ブラス

一般1,000円 3歳〜学生500円 0歳〜2歳無料

鹿児島県内で活躍している音楽団体を広く紹介
するとともに、出演団体相互の交流を深めること
を目的として、毎年開催しているコンサートです。

前田 博美（沖永良部民謡）
チケット発売

〒892-0847

10/27
［日］開場12：00

中村 瑞希（奄美民謡）

料金（指定席） 一般4,500円 3歳〜学生2,000円 ※バス代、入園料、食事代、コンサート代等込み ※３歳未満のお子様の参加はご遠慮ください。

0995-78-8000

野外音楽フェス〜みやまの森の響き〜
みやまコンセール

入場料金

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。

0995-76-0021

みやまコンセール

14 月

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。

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。

永 志保（奄美民謡）

13 日

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）

0995-78-8000

牧園中学校吹奏楽部 定期演奏会
牧園中学校

左記QRコードからも
アクセス出来ます。

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。

託児サービス
（有料・要予約・定員9名）

みやま特急チェロまろ号
（有料・要予約）

霧島に泊まってお得♨
チケット特典
（要申込）

E-mail:info@miyama-conseru.or.jp

枕崎を拠点に活動。
●特別ゲスト： 1991年結成、

鹿児島を代表するスカバンド“ARTS”

12/8
［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5,000円 学生2,000円

●出演：県内音楽団体

究極のブラス・エンターテインメント集団が
鹿児島初登場！

高千穂小学校金管バンド
舞鶴中学校吹奏楽部
鹿児島第一中・高等学校 吹奏楽部
鹿児島盲学校
MOZES（モゼーズ）
Reve Saxophone Quartet

世界の有名プロ奏者達が
「彼らは凄い…」
と敬服する驚異のブラス・アンサンブ
ル。圧倒的な演奏テクニックと重厚なサウンドを誇り、
目まぐるしく展開される
舞台はユーモアとブラックジョークがたっぷり盛り込まれた一級品。
プロ奏者
からブラスっ子、大人も子供も、彼らのステージに熱狂すること間違いなし！！

（レーヴ サクソフォン カルテット）

●会場：みやまコンセール野外音楽堂

（荒天時はみやまコンセール主ホール）

●総合司会：赤塚

（MBCタレント）

オフシャルサイトからムノ
ツィル・ブラスの動画を観
ることができます。ぜひ
チェックしてみてちぇろ♪

里美

東京公演のチケットは完売御礼ちぇろ！
チケット発売

チケット好評発売中

電

話

Web先行

かごしまミューズ・クラブ会員先行予約

9/21（土）10：00〜

10/5（土）10：00〜

一般発売

10/6（日）13：00〜

10/5（土）13：00〜

窓口、
プレイガイド

10/6（日）
10：00〜

