
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。

12月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

みやま音楽塾  （第10回）1日 受講申込者のみ15:0010:00
みやまコンセール　0995-78-8000

ムノツィル・ブラス8日 16:0014:00
みやまコンセール　0995-78-8000

森薗かおり　070-1944-0480

7土 一般 500円
高校生以下 200円

一般 5,000円
学生 2,000円

トリオコンサート14土 17:3015:00 3,500円

みやま音楽塾  （第11回）15日 16:0010:00
みやまコンセール　0995-78-8000

RMSあいら音楽教室　0995-65-6126

ひさながピアノ教室　090-8913-6085

鹿児島県合唱連盟事務局　099-227-1152

受講申込者のみ

声楽ピアノ発表会

21土
11:5010:30 無料

ピアノ発表会
17:4013:40

16:0010:00

無料

無料
ヴォーカルアンサンブルコンテスト22日

15:0014:00
みやまコンセール　0995-78-8000

ミニ・コンサート

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！

霧島国際音楽祭
アーティスト指南の
若い音楽家たち

特　別
企画展 石川直樹展「島は、山。」island≒mountain

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

●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＞

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

石川直樹《Tanegashima》（2018）

開園時間　9：00～17：00（入園は16：30まで）
観 覧 料　一般800（600）円／高大生600（400）円／小中生400（300）円
　　　　　（　）内は20人以上の団体料金
主　　催　鹿児島県文化振興財団／南日本新聞社／ＭＢＣ南日本放送
協　　力　鹿児島県歴史資料センター黎明館／湧水町
 霧島山麓湧水町観光協会／第一交通産業株式会社
企画協力　中原崇志（DENBAK-FANO DESIGN）／田部井美奈デザイン
協　　賛　ザ・ノース・フェイス

11/23［土・祝］　14：30～（１時間程度）
 石川直樹×伊藤俊治（美術史家、東京藝術大学教授）トークイベント
※詳しくは本館ホームページをご覧いただくか、お電話で直接お問い合わせください。

●関連書籍・グッズの販売

閉会間近!!～12/1［日］

石川直樹は、文化人類学や民俗学の領域に関心
を持ち、日本や世界各地の辺境や都市を旅しながら
作品を発表し続けています。
空から列島を眺めると、島という陸地は海から顔

を出した山ではないかと思えてきます。かつて民俗学
者の柳田国男は山と島が似ていることに着目してい
ました。「その地理的な条件ばかりでなく、人間の暮
らしの体系そのものが似ている」と。
陸と海が接する島はもともと山であり、山は島でも

あるのではないか。
本展は、こうした問いを出発点に、石川が10代の
頃から関心を寄せ続けている鹿児島からアジアへと
広がる島々の連なりを、写真によって見つめ直してい
きます。

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美
術研究科博士後期課程修了。『NEW DIMENSION』
（赤々舎）、『POLAR』（リトルモア）により、日本写真協
会新人賞、講談社出版文化賞。『CORONA』（青土社）
により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクショ
ン賞を受賞した『最後の冒険家』（集英社）ほか多数。
最新刊に、エッセイ『極北へ』（毎日新聞出版）、ヒマラ
ヤの8000m峰に焦点をあてた写真集シリーズの６冊
目となる『AmaDablam』（SLANT）、『この星の光の地
図を写す』（リトルモア）など。都道府県別47冊の写真
集を刊行する『日本列島』プロジェクト（SUPER 
LABO×BEAMS）も進行中。奄美観光大使。

関連イベント

「玉石アートにチャレンジしよう」
甑島の玉石にアクリル絵の具で自由に
描いて、オリジナルのペーパーウェイト
を作りました。

2019年10月の発見楽しみ工房の様子
Report 

※当日の他、電話・ＦＡＸによる事前の申込もできます。
　その際は、代表者のお名前と参加人数をお知らせください。発 見 楽 し み 工 房

今年度の企画は全て
終了しました。来年度
の企画は決まり次第
ホームページ等でお
知らせします。

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。

場所／展示館常設展示室　　入場料／展示館利用料金

開催中～2020.1/17［金］

河口コレクション紹介コーナー

河口貞徳氏の軌跡Ⅱ

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♪

東京公演は
なんと完売御礼！ちぇろ！

かごしまミューズ・クラブ会員先行予約

一般発売

11/30（土）10：00～

12/15（日）13：00～

チケット発売 電　話

12/14（土）10：00～

12/14（土）13：00～

Web先行

12/15（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

場所／体験学習館　　参加料／500円

12/7［土］

一日縄文人体験 第５回

縄文リースを作ろう

●定員／小学生以上
30人程度
（要事前申込み）

●定員／小学生以上15グループ（要事前申込み）

10：00～12：00

場所／体験学習館
費用／1,500円
　　　（１グループ一対）

12/22［日］

お正月を楽しもう 第１回

門松を作ろう
10：00～
12：00

場所／見学エリア、体験エリア　　参加料／無料

11/30［土］

縄文の森不思議探検 第３回

森さんぽ
～森の木に名前をつけよう～

●講師／寺田　仁志 氏　
●定員／小・中学生とその保護者40人（要事前申込み）

10：00～12：00

戦国時代の武将島津義弘に焦
点をあて、初陣を飾った岩剣城
（姶良市）や敵中突破を行った
関ヶ原の戦いなどの「義弘の武」
と薩摩焼を生んだ茶人であるな
どの「義弘の雅」を、考古資料を
中心に展示するとともに、当時の
おもな城郭跡である知覧城跡や
志布志城跡、虎居城跡などの発
掘調査成果から、戦国時代のか
ごしまの様子をご紹介します。

場所／展示館企画展示室　　入場料／展示館利用料金

11/23［土・祝］～2020.3/8［日］

第５６回企画展

戦国武将
島津義弘の武と雅
～考古資料にみるかごしまの戦国時代～

チケット好評発売中

2020
2/9［日］ 

開場13：30
開演14：00
終演16：00（予定）

入場料金（全席自由）　入場無料

みやま音楽アカデミーⅡ　「音楽家への道」事業

若い芽のコンサート

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

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！！

2019年は
島津義弘没
後400年。

縄文の森には、どんな
種類のどんぐりの木が
あるの？
どんぐりを拾いなが
ら、解説を聞き、太古
の森を散策しよう！樹
名板をつけ、木の名付
け親になってみよう。

新年に向けて、自然素材を
使った門松を作ります！

場所／体験広場
食事代等（一人）／400円（正月飾りの材料代は、別途500円）

12/21［土］

どんぐりイベント

縄で作る正月飾り
＆干し柿作り

●定員／50人
（要事前申込み）

10：00～14：00

縄文の森で採
れる植物を
使って、オリ
ジナルのリー
スを作ろう！

お正月に向け
て、リースや
干し柿を作り
ます。

やみつき！
ギャグ×ブラス ムノツィル・ブラス

石川 直樹（いしかわ なおき）

●出演：
トーマス・ガンシュ（トランペット）
ロベルト・ローター（トランペット）
ローマン・リンドベルガー（トランペット）
レオンハルト・パウル（トロンボーン）
ゲアハルト・フュッスル（トロンボーン）
ゾルタン・キス（トロンボーン）
ヴィルフリート・ブランドシュテッター（テューバ）

●演奏予定曲：
フレディー・マーキュリー：ボヘミアン・ラプソディ
ハロルド・フォルタメイヤー：アクセル・エフ～
　　　　　　　　　　　　映画「ビバリーヒルズ・コップ」より～
エリック・クラプトン：いとしのレイラ　　ほか

●出演者：みやま音楽アカデミーⅡ
 「音楽家への道」受講生

昭和は古き良き日本の音楽と外国の音楽
が出会い、せめぎ合い、混ざりあった時代。
その昭和の音のグラデーションをドラマ仕
立ての語りにのせて紡ぎます。

2020.2/23［日］ 開場13：30　開演14：00
終演16：00（予定）

入場料金（全席自由）　一般2,000円　3歳～学生1,000円　親子（一般＋3歳～学生）2,500円

第10回みやまスペシャルコンサート

昭和からの贈り物
～音楽と語りで綴るファンタジー～

●出演者：濱田貴志（ギター）、竹下智子（ピアノ）、木村紀子（フルート）
 片倉聖（オーボエ・コールアングレ）、久保由香理（ファゴット）
 フィリップ・アレン（コントラバス）、大久保重樹（パーカッション）
 藤原一彦（語り）、上野知子（語り）
●演奏予定曲 ラフマニノフ：ヴォカリーズ
 武満徹：死んだ男の残したものは
 服部良一：東京ブギウギ　　　　　　　ほか

鹿児島出身 九州シティ
ハーモニー室内合奏団
首席指揮者 海老原光が 
特別講師に！

2020
2/16［日］ 

開場13：00
開演13：30
終演16：00（予定）

入場料金（全席自由）　入場無料

みやま音楽アカデミーⅢ

みやま音楽塾修了演奏会

●出演者：海老原 光（特別講師･指揮）
 みやま音楽塾受講生

※写真は昨年度のものです。

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
●入園料：一般320（250）円／高大生210（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: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320（250）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:https://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。

お得な♪


