
ホール予約会について
2020年11月利用分のホール予約会は、2019年11月1日（金）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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2土
待ってましたの風物詩　日本最大東西落語夢の祭典

第十三回三遊亭円楽プロデュース

博多・天神落語まつり　鹿児島公演
熱い奴らの東西落語会

11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

13:00 15:30
（予定）

全席指定 6,000円

全席指定 S席6,500円
 A席5,000円

3日 DANCE STUDIO LIFE 第9回発表会

DANCE STUDIO LIFE　099-298-9694
17:30 21:00 入場無料（要整理券）

4月
振
出水中央高校吹奏楽部演奏会

出水中央高校　0996-62-0500
14:00 16:00 入場無料

6水 三山ひろし　笑顔を届けます！コンサート2019

（株）鈴木企画　099-258-6360
14:00 16:00

関係者のみ
（九州及び沖縄県多面的機能
交付金事業関係者）

7木
九州「農地・水・環境保全」フォーラム in 鹿児島
～つなごう水土里　明日への希望とともに～

鹿児島県水土里サークル活動支援協議会　099-223-6135

13:30 16:30

入場無料8金 第1回鹿児島県SSH交流フェスタ

県立錦江湾高校　099-261-2121
9:30 16:10

入場無料9土 さかもと幼稚園  みんなのはっぴょうかい

認定こども園さかもと幼稚園　099-248-1431
13:30 16:00

全席自由 一般2,000円
 （当日2,200円）
 高校生以下1,000円
 （当日1,200円）

10日 鹿児島交響楽団第92回定期演奏会

公益社団法人鹿児島交響楽団　099-223-3093

15:00 17:00
（予定）

入場無料12火 鹿児島県年金協会鹿児島支部  会員のつどい

鹿児島県年金協会　099-257-8445

13:00 16:20

入場無料（要整理券）
※事前申し込みが必要です。16土 京都賞受賞者鹿児島講演会

鹿児島県教育庁総務福利課内京都賞受賞者講演会係　099-286-5191（担当：榮）
12:30 16:05

全席指定 6,800円17日 私立恵比寿中学

エフエム鹿児島、キョードー西日本　0570-09-2424
17:00 20:00

入場無料24日 エホバの証人の巡回大会（聖書講演会）

ものみの塔聖書冊子協会　090-9658-6874（榊衛星）
9:30 16:15

関係者のみ28木 ラ・サール学園観劇会

ラ・サール学園　099-268-3121
14:00 16:00

入場無料23土
祝
神村学園高等部吹奏楽部第19回定期演奏会

神村学園高等部吹奏楽部　0996-32-3232（中原）
14:30 17:00

入場無料
13
14
水
木
第72回鹿児島県高等学校演劇祭県大会

鹿児島県高校演劇連盟　099-226-1574（鹿児島中央高校）

13:30

9:15

11/13

11/14

16:50

17:00

112019
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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」を形を変えて上演します。フレッシュな演劇人の才能を伸ばし育てる、
鹿児島・東京のスペシャルプロジェクトです。
※次世代の演劇人育成対象者とダンス参加の地域参加の子どもたちのコラボ作品です。

11/24［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

カフェ ミニコンサート
日曜の朝にカフェで音楽をお楽しみください。

Cafe min i Concert

●曲目（予定）／
P.マスカーニ：オペラ「カヴァレリアルスティカーナ」より間奏曲
F.ショパン：ノクターン遺作
F.シューベルト：しぼめる花の主題による序奏と変奏曲
餘慶暁：KIRISHIMAISM～ピアノのための～
A.メンケン：美女と野獣　　ほか

●出演／汐澤安彦（指揮）、隈元奈津希（ソプラノ）、中村佳奈子（アルト）
米澤傑（テノール）、大山大輔（バリトン）
かごしま県民第九オーケストラ、かごしま県民第九合唱団

●曲目／ベートーヴェン：
交響曲 第９番 ニ短調 作品125「合唱付」　ほか

●主催／かごしま県民第九演奏会実行委員会
●お問い合わせ／099-254-7111（ＭＢＣ南日本放送）

濵田知聡（フルート） 入来慶子（ピアノ）

12/22［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

三浦円（サクソフォン）武田幸美（ピアノ）

次回は2020年1月26日（日）10：30～11：15
12/21［土］ ①開場13：30　開演14：00

②開場17：00　開演17：30
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

入場料（全席指定・消費税込）／
　一般 1,500円　U-18 1,000円（鑑賞時に18歳以下）
※当日各500円増　※4歳以上有料・3歳以下膝上無料

鹿児島に伝わる桜島の神話「木花之佐久夜毘売」をモチーフに、
東京と鹿児島で、演劇人の熱い交流の賜物がここに！
ミュージカル「この花咲くや姫」目下稽古真っ最中！乞うご期待！

35回の節目に汐澤安彦の指揮でおくる、圧巻の第九！

こ の は な さ くや び め

チケット好評発売中

入場料金（全席指定）／Ｓ席3,500円　Ａ席3,000円　Ｂ席2,500円
＊未就学児の入場・同伴はお断りします。＊当日各500円増

12/15［日］

2019
かごしま県民第九演奏会

開場15：30　開演16：00

10/25（金）10：00～　＊宝山ホール及び各プレイガイドにて
チケット発売

©Ch. Hellhake

●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　ト長調　BWV1007

F.メンデルスゾーン：チェロソナタ　第2番　ニ長調　Op.58
R.シューマン：アダージョとアレグロ　Op.70
F.クライスラー：美しきロスマリン　　　ほか
＊曲目・曲順が変更になる場合がございます。

チケット好評発売中

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

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

10/24［木］

宝山プレゼンツ　フランツ・バルトロメイチェロリサイタル
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

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

写真家・石川直樹による特別企画展
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。
●利用時間／9：00～22：00

●会議室（5室）
定員各20～100名の会議室
各種会議、打合せ、研修会、お花や
編み物教室等にご利用できます。
※定員の超過、物品販売、契約目的、飲
酒を伴う会合などには利用できません。

●多目的ルーム（1室）
総檜の板張りの部屋です。日
本舞踊やフラダンス等の練習
にご利用できます。

●リハーサル室（1室）
吹奏楽や合唱、ダンス等の練
習にご利用できます。
■ 床板張り／鏡面長：14ｍ
■ ピアノ（有料）：スタインウェイ

●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。

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

ミュージカル「この花咲くや姫」

第55回
企画展

新発見！かごしまの遺跡
2019 ～発掘調査速報展～

近年、発掘調査や整理作業、報告書刊行を行った遺跡の中から、石垣や導水路が
見つかった幕末・明治維新期国内最大規模である「滝ノ上火薬製造所跡」や九州
初出土である「鎌倉時代の炭化したご飯塊」が発見された安良遺跡など、テレビや
新聞等で大きな話題となった遺跡を中心に紹介し、最新の発掘調査成果を展示し
ています。併せて、この度、国の重要文化財に指定されることになった三角山遺跡
出土品や県指定文化財となった面縄貝塚出土品、また、日本遺産に認定された
『薩摩の武士が生きた町～武家屋敷群「麓」を歩く～』の紹介も行うことにより、か
ごしまの歴史や文化の素晴らしさをお届けします。

開催中～11/10（日） 場　所：展示館企画展示室
入場料：展示館利用料金

（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
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P
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●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
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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
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JR
国分駅 60

472

東九州自動車道
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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）　

★

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
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2020年11月利用分のホール予約会は、2019年11月1日（金）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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13:30

9:15

11/13

11/14

16:50

17:00
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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」を形を変えて上演します。フレッシュな演劇人の才能を伸ばし育てる、
鹿児島・東京のスペシャルプロジェクトです。
※次世代の演劇人育成対象者とダンス参加の地域参加の子どもたちのコラボ作品です。

11/24［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

カフェ ミニコンサート
日曜の朝にカフェで音楽をお楽しみください。

Cafe min i Concert

●曲目（予定）／
P.マスカーニ：オペラ「カヴァレリアルスティカーナ」より間奏曲
F.ショパン：ノクターン遺作
F.シューベルト：しぼめる花の主題による序奏と変奏曲
餘慶暁：KIRISHIMAISM～ピアノのための～
A.メンケン：美女と野獣　　ほか

●出演／汐澤安彦（指揮）、隈元奈津希（ソプラノ）、中村佳奈子（アルト）
米澤傑（テノール）、大山大輔（バリトン）
かごしま県民第九オーケストラ、かごしま県民第九合唱団

●曲目／ベートーヴェン：
交響曲 第９番 ニ短調 作品125「合唱付」　ほか

●主催／かごしま県民第九演奏会実行委員会
●お問い合わせ／099-254-7111（ＭＢＣ南日本放送）

濵田知聡（フルート） 入来慶子（ピアノ）

12/22［日］10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）

三浦円（サクソフォン）武田幸美（ピアノ）

次回は2020年1月26日（日）10：30～11：15
12/21［土］ ①開場13：30　開演14：00

②開場17：00　開演17：30
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

入場料（全席指定・消費税込）／
　一般 1,500円　U-18 1,000円（鑑賞時に18歳以下）
※当日各500円増　※4歳以上有料・3歳以下膝上無料

鹿児島に伝わる桜島の神話「木花之佐久夜毘売」をモチーフに、
東京と鹿児島で、演劇人の熱い交流の賜物がここに！
ミュージカル「この花咲くや姫」目下稽古真っ最中！乞うご期待！

35回の節目に汐澤安彦の指揮でおくる、圧巻の第九！

こ の は な さ くや び め

チケット好評発売中

入場料金（全席指定）／Ｓ席3,500円　Ａ席3,000円　Ｂ席2,500円
＊未就学児の入場・同伴はお断りします。＊当日各500円増

12/15［日］

2019
かごしま県民第九演奏会

開場15：30　開演16：00

10/25（金）10：00～　＊宝山ホール及び各プレイガイドにて
チケット発売

©Ch. Hellhake

●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　ト長調　BWV1007

F.メンデルスゾーン：チェロソナタ　第2番　ニ長調　Op.58
R.シューマン：アダージョとアレグロ　Op.70
F.クライスラー：美しきロスマリン　　　ほか
＊曲目・曲順が変更になる場合がございます。

チケット好評発売中

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

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

10/24［木］

宝山プレゼンツ　フランツ・バルトロメイチェロリサイタル
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

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

写真家・石川直樹による特別企画展
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。
●利用時間／9：00～22：00

●会議室（5室）
定員各20～100名の会議室
各種会議、打合せ、研修会、お花や
編み物教室等にご利用できます。
※定員の超過、物品販売、契約目的、飲
酒を伴う会合などには利用できません。

●多目的ルーム（1室）
総檜の板張りの部屋です。日
本舞踊やフラダンス等の練習
にご利用できます。

●リハーサル室（1室）
吹奏楽や合唱、ダンス等の練
習にご利用できます。
■ 床板張り／鏡面長：14ｍ
■ ピアノ（有料）：スタインウェイ

●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。

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

ミュージカル「この花咲くや姫」

第55回
企画展

新発見！かごしまの遺跡
2019 ～発掘調査速報展～

近年、発掘調査や整理作業、報告書刊行を行った遺跡の中から、石垣や導水路が
見つかった幕末・明治維新期国内最大規模である「滝ノ上火薬製造所跡」や九州
初出土である「鎌倉時代の炭化したご飯塊」が発見された安良遺跡など、テレビや
新聞等で大きな話題となった遺跡を中心に紹介し、最新の発掘調査成果を展示し
ています。併せて、この度、国の重要文化財に指定されることになった三角山遺跡
出土品や県指定文化財となった面縄貝塚出土品、また、日本遺産に認定された
『薩摩の武士が生きた町～武家屋敷群「麓」を歩く～』の紹介も行うことにより、か
ごしまの歴史や文化の素晴らしさをお届けします。

開催中～11/10（日） 場　所：展示館企画展示室
入場料：展示館利用料金

（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
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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
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丸尾
柳平

牧園総合支所

霧島神宮
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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
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　役
場

栗野中
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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）　

★

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


