
ホール予約会について

やみつき！
ギャグ×ブラス

MNOZIL
BRASS

2020年12月利用分のホール予約会は、2019年12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。
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1日 第25回鹿児島古典舞踊協会公演

12月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

鹿児島古典舞踊協会　099-251-8776（芳瞠芳梅）
12:30 15:45 全席自由 3,000円

6金 福田こうへいコンサートツアー2019～一所懸命～

ソワード（株）　099-223-8005
13:00 15:30

（予定）
全席指定　S席6,500円（税込）

8日 第13回 セイカジュニアスクール発表会
セイカスポーツクラブ　099-255-4650

15:30 18:00 全席自由 前売り　800円
 当日券　1,000円

15日 2019かごしま県民第九演奏会

MBC南日本放送　099-254-7111

16:00 18:00
全席指定 S席3,500円
 A席3,000円
 B席2,500円

17火 キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

九州労音　0952-26-2351

18:30 20:30
（予定）

全席指定 S席9,500円
 A席7,500円
 B席5,500円

21土 鹿児島大学学友会吹奏楽団第58回定期演奏会

鹿児島大学学友会吹奏楽団　080-9051-9085（山下藍）
13:30 16:30

（予定）
入場無料

26木 鹿児島工業高校吹奏楽部第45回定期演奏会

鹿児島工業高校吹奏楽部　099-222-9205（米丸）
13:30 16:00 入場無料

27
28
金
土
第53回鹿児島県小学校合奏祭

鹿児島県小学校器楽合奏教育研究会　099-243-0576（川上小学校）

9:55

9:35

17:00

17:00
入場無料

22日
よしだポップスオーケストラ

21stチャリティーコンサート

Y.P.O.コンサート実行委員会事務局　080-3376-7117（竹内）

15:00 17:00

指定席　1,500円（全155席）
自由席
　大人1,000円（当日1,200円）
　高校生以下500円（当日700円）
障害者手帳をご提示の方、未就学児無料

24火
DRUM TAO 2019

「ザ・ドラマーズFINAL」

（株）タオ・エンターテイメント　092-721-2015

19:00 20:40

S席ペア割（2枚）12,000円
S席グループ割（5枚）27,500円
S席家族割（3枚:ただし高校生以下１名いる事）13,500円
S席学割　3,500円

全席指定 SS席7,500円
 S席6,500円
 車イス席7,500円

19木 第70回記念鹿児島県高校美術展表彰式及びシンポジウム
鹿児島県高等学校文化連盟　鹿児島県高等学校美術工芸教育研究会　099-268-2255（鹿児島南高等学校）

9:30 12:00 関係者のみ

13金
夏川りみ 20th Anniversary Tour 2019
みーふぁいゆー
GAKUONユニティ・フェイス　0985-20-7111

18:30 20:30 全席指定　6,500円（税込）

7土 海援隊 トーク＆ライブ2019 海援隊：千葉和臣
 武田鉄矢
 中牟田俊男鹿児島音協　099-226-3465

15:00 17:00 全席指定　6,000円
※未就学児入場不可

3
4
火
水
市民劇場12月例会 文学座「怪談・牡丹燈籠」

鹿児島市民劇場　099-224-2888

18:30

13:30

12/3

12/4

12/27

12/28

20:45

15:45

全席指定　入会費2,000円
会費2,400円（学生1,000円）
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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
スで参加する地域の子どもたちとのコラボ作品です。

●出演／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）

汐澤安彦
（指揮）

三浦円（サクソフォン）武田幸美（ピアノ）

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

入場料金（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！

地域で活動している劇団やオーケストラなどで、これま
で大舞台で上演機会のないアマチュアの芸術文化団体
に、当財団が宝山ホールでの公演の機会を提供してい
る事業です。

本県に縁があり、これからの活躍が期待される優
秀な若手芸術家の皆さんをアーティストバンク
に登録し、その芸術・文化活動を支援します。

このはなのさくやびめ

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

チケット好評発売中
＊宝山ホール及び各プレイガイドにて

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

※その他にも割引制度があります。詳細については、宝山ホールまでお問い合わせ下さい。

●多目的ルーム（1室）
総檜の板張。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。
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」
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賴 志盛 展
12月17日（火）～2020年２月13日（木）
※休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/2（年末年始のため）

会　場／鹿児島県霧島アートの森　アートホール　第２展示室
観覧料／入園料に含む 一般：320（250）円、高大生：210（160）円
　　　　小中生：150（120）円　幼児以下無料
 ＊（　）内は20人以上の団体料金
主催／鹿児島県霧島アートの森　　関連事業／記録集の作成

《Life-size Drawing (process)》Hayward Gallery,London,UK 2012
Photographer: Damien GOOD

※詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

ライ・ヅーシャン

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）

12/22［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

Cafe min i Concert

●曲目（予定）／ M.キャリー、W.アファナシェフ：恋人たちのクリスマス
 大村正朗：SWEET MEMORIES　ほか
●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）

●登録者への支援
・アーティストバンクホームページでプロフィールを紹介します。
・演奏会開催、講習会参加、コンクール出場について、費用の一部を助成します（条件あり）。
・財団主催のコンサートやワークショップ等のイベントに出演する機会があります。　ほか
●応募資格（参加費／無料）　
・県内出身者または主な活動拠点が鹿児島にある方。
・年齢はオーディション時に20歳以上40歳未満の方
※申込方法等、詳細については次号にて

●部門　
【音楽部門】演奏による審査（８分以内）
【舞踊部門】舞踊による審査（５分以内）
【演劇部門】表現による審査（５分以内）
※舞踊・演劇部門については、個人での応募のみ可
能です。各個人（アンサンブル）１つの部門のみの応
募となります。※オーディションは一般公開します。
※舞踊部門については、オーディションは素舞台と
なりますので、準備するものがある場合には、事前に
ご相談ください。

＜アーティストバンク登録について＞ ●登録期間／3年間　　●登録料／3,000円（3年間）

次回は2020年1月26日（日）10：30～11：15

日曜の朝に
カフェで音楽を
お楽しみ
ください。

入場料金（全席自由）／大人1,000円　高校・大学生800円
※中学生以下無料。当日各200円増

2020年1/12［日］

令和元年度

かごしま夢舞台支援事業

アーティストバンク登録
オーディション参加者募集

演劇「父帰る」（鹿児島弁翻案）

●お問い合わせ／090-4775-5727（吉井）
●主催／劇団「梵人舎」、（公財）鹿児島県文化振興財団

開場13：30
開演14：00

12.8［日］
開場13：30　開演14：00
みやまコンセール
入場料［全席指定］
一般 5,000円　学生 2,000円

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

チケット
好　評
発売中

ムノツィル・ブラス

みやまコンセール（インターネットチケットサービス https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/showList）
宝山ホール、十字屋CROSS、ブックスミスミオプシア、山形屋
　　　　　（Lコード87338）、　　　　　　（Pコード141-452）、

主催：みやまコンセール
協賛：霧島温泉旅館協会
後援：MBC南日本放送、エフエム鹿児島、鹿児島県、鹿児島県教育委員会
 鹿児島市教育委員会、鹿児島県吹奏楽連盟

チケット販売所：

日本中を熱狂と爆笑の渦に巻き込む究極のブラス・エンターテインメント集団が
鹿児島初登場！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！！

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！

本事業は、アジアや鹿児島にゆかりのある作家を招へいし、滞在制作や展
示により地域との交流を促進することで相互の理解を深め、招へい作家が
国内外の美術界で活躍する後押しとなることを期待しています。第３回となる今回は、台湾から賴 志盛（ライ・ヅ―シャン）を招へいします。賴は、シンプルな
素材と技法によるミニマルな作品制作で知られています。賴の生み出す詩的で静謐な作品は、空間に精神性を宿し、見るものに思索を促します。それは私た
ちの世界の見方をくつがえし、現実を捉え直す契機となりえます。日常にあふれる何気ない素材との対話から生み出される賴の作品は、時間や空間を超越し
て、見るものの心に深く共鳴することでしょう。展覧会に先立って本園に1週間ほど滞在し、展示空間に合わせたインスタレーション作品を制作します。

35回の節目に汐澤安彦の指揮でおくる、圧巻の第九！

オーディション
2020年

2/23
（日）

＜ホール＞冬季限定割引プラン… １月～３月の平日の利用者（ただし金曜日は対象外）施設利用料金を（基本料金のみ）通常料金の10％引き

＜全施設＞お盆・年末年始割引… お盆（8/13～15）・年末年始（12/28～29・1/3～4）の利用者
施設利用料金を（基本料金のみ）通常料金の20％引き

お得な割引制度
のご案内

（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

P

P

照国神社 西郷隆盛銅像

中央公園

西本願寺
別院

東郵便局

山形屋

鹿児島
市役所

市役所前電停

朝日通り電停

裁判所
中央公民館

名山小学校

南日本
　銀行

市立
美術館

県立
図書館 黎明館

博物館3 10
▲

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

セ
ン
タ
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く
り
の
郷

栗野工業
高校跡

心光寺 栗
野
岳
温
泉

丸
尾

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。
●土・日・祝日は霧島周遊観光バス運行（予約：0995‒45‒6733）　

★

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


