
ホール予約会について
2021年2月利用分のホール予約会は、2020年2月1日（土）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土 第23回 音楽科卒業演奏会

2月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

松陽高校音楽科　099-278-3986

12:30 17:30
（予定）

入場無料

6木 純烈コンサート2020
（株）鈴木企画　099-258-6360

14:00 16:00 全席指定 S席5,500円
 A席4,500円

15土 日本共産党演説会
日本共産党鹿児島地区委員会　099-257-5333

14:00 16:00 入場無料

16日 第51回 昭和幼稚園「よいこの発表会」
昭和幼稚園　099-254-2082

13:00 16:00 入場無料

24月・振
第49回 鹿児島ウインドアンサンブル定期演奏会
鹿児島ウインドアンサンブル　090-7399-9001（有馬）

15:00 17:00
全席自由 一般1,500円
 中・高校生1,000円
 小学生500円

23日 アーティストバンク登録オーディション
（公財）鹿児島県文化振興財団　099-223-4221

未定
※お問い合わせ
ください。

要事前申込

28金 J.S.バッハ作曲 宗教曲「マタイ受難曲」全曲字幕付き

ハイルマン合唱団　099-263-0651
18:00 21:00 全席自由 2,500円

22土
東京スカパラダイスオーケストラ
30th Anniversary Hall Tour2019-20 
「TOKYO SKA 30 ～ズレたままハジキ飛ばしていこう～」

株式会社 キョードー西日本　0570-09-2424

18:00 未定
全席指定 6,500円
立見 6,000円

7金 令和元年度 錦江湾高校　生徒課題研究発表会
県立錦江湾高校　099-261-2121

9:00 15:30 入場無料

9日
高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2019
女神たちの饗宴 ～Favorite Classic Melody～

鹿児島音協　099-226-3465

14:30 16:30
（予定）

全席指定（税込）5,800円
未就学児入場不可

11
12

火・祝
水
市民劇場2月例会　無名塾「タルチュフ」

鹿児島市民劇場　099-224-2888

18:30

13:30

2/11

2/12

21:20

16:20

全席指定 入会費2,000円
会費2,400円（学生1,000円）

13
14
木
金
第5回 高校生国際シンポジウム

一般社団法人Glocal Academy　090-5289-0857

9:30

9:30

2/13

2/14

18:00

17:00
入場無料（要事前申込）

8土

第45回九州公演
日本フィル in kyusyu 2020鹿児島
指揮：アレクサンドル・ラザレフ

ヴァイオリン：堀米ゆず子

日本フィル鹿児島公演実行委員会

チケット案内窓口　099-259-0230（平日10：00～17：30）

事務局　090-8409-7875（平日10：00～17：30）

14:00 16:00
（予定）

全席指定 S：6,800円
A：5,800円 B：4,800円
親子：7,000円 親子子：9,000円
学生席：どの席でも3,000円引き
車いす席：4,800円

2日 こくみん共済coop〈全労済〉文化フェスティバル「音楽の絵本」
こくみん共済coop〈全労済〉　099-226-6054

14:00 15:40 入場無料　要整理券（全席指定）
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０歳児から入場できて、親子で
楽しめるコンサート！

宝山プレゼンツ

ちびっ子集まれ！クラシックっていいな～
ファミリーコンサート

●登録者への支援

●部門
【音楽部門】演奏による審査（８分以内）　※次の①または②を選択

①クラシック音楽の演奏（ピアノ・声楽・木管楽器・金管楽器・弦楽器（ハープ・ギ
ター可）・打楽器・作曲）
②邦楽器の演奏（曲目は演奏する楽器のために作曲された曲の演奏）
※①、②ともに個人またはアンサンブルでの応募は可能ですが、重複した登録はできません。

【舞踊部門】舞踊による審査（５分以内）
音源が必要な場合には、各自でご準備ください。CDラジカセで再生できるもの
に限ります。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。

【演劇部門】表現による審査（５分以内）３つの課題のうち、１つの課題を演じていただきます。

●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　※応募用紙はHPからもダウンロードできます。
申込用紙に必要事項をご記入の上、楽譜、音源（舞踊）と演奏もしくは披露する音源・映像データをあわせて1月24日（金）（※必着）まで
にお申し込みください。（郵送可）

    
鑑賞料／無料（要事前申込）　先着200名（定員に達し次第締切となります。）※未就学児の入場・同伴はお断りします。
申込方法／メール（info@houzanhall.com）、FAX（099-223-2503）、往復はがきにて。※詳しくはHPをご覧下さい。

＜アーティストバンク登録について＞

鑑賞のご案内 オーディションは一般公開します。

●登録期間／3年間　　●登録料／3,000円（3年間）

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。

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。

鹿児島県出身及び県内在住の新人音楽家が
一堂に会し、日ごろの練習の成果を披露する
第36回鹿児島新人演奏会が開催されます。

アーティストバンク登録オーディション参加者募集

入場料金（全席自由）／大学・一般1,000円（子ども2人までは無料）
　高校生以下300円（高校生は受付で学生証定時で無料）

3/27［金］
市民参加型音楽劇「ＢＬＵＥ～空にうたえば～」

●お問い合わせ／080-5172-3955（市民参加型音楽劇ソラウタ実行委員会）
●主催／市民参加型音楽劇ソラウタ実行委員会（アトリエ・プリズム）
 （公財）鹿児島県文化振興財団

●出演／宝山室内アンサンブル　ほか

※写真は昨年の公演の様子です。

●お問い合わせ／
鹿児島新人演奏会事務局
099-813-5052（南日本新聞社事業部）

開場18：30　開演19：00

入場料金（全席自由）／高校生以上600円
小・中学生300円

3/29［日］開場12：30　開演13：00

入場料金（全席自由）／おとな1,500円　こども（中学生以下）750円　親子ペア2,000円
※３歳未満の膝抱きでの入場は無料。ただし、３歳未満でも席が必要な場合には有料。
※アップルシート（子ども招待席）対象公演。詳細は宝山ホールまでお問い合わせください。

5/16［土］ 開場13：30　開演14：00

2/23［日］ 開演14：00

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～

オーディション

2/23
（日）

2/16
［日］

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）／V.ベッリーニ：歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」
 より“ああ幾たびか”　ほか

福冨貴子（ソプラノ） 宮園智帆（ピアノ）

3/15
［日］

●曲目（予定）／G.F.ヘンデル：オンブラ・マイ・フ
平井康三郎：幻想曲さくらさくら　ほか

若月仁美（ソプラノ）室屋麗華（ピアノ）

時間／10：30～11：15（カフェの開店時間は10：00～）
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）

※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。

※音楽・舞踊部門については、オーディション当日
に演奏・披露する音源データ（MP3ファイル）・
映像データ（MP4ファイル）を応募時にご提出
ください。（応募内容と合致しているか確認のた
めで、審査には含まれません。）また、音源・映像
データはメール（info@houzanhall.com）で
の送付が可能です。

※オーディションは一般公開します。

演劇部門の課題は
右記QRコードより
確認できます。

・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。
・公演開催、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

開催中▶2月13日［木］まで

昭和からの贈り物～音楽と語りで綴るファンタジー～
少女アイの昭和からの贈り物を探す旅が始まる…
※詳しくは、みやまコンセール誌面（中面）をご覧ください。

みやまコンセール（霧島国際音楽ホール）

※子は中学生以下。
※学生席は中学生、高校生、大学生（30歳以下）に限る。ただし、
入場時に学生証の提示を求めます。
※車いす席、学生席はチケット案内窓口のみにての取扱い。
※いずれも当日は500円増

21金 BEGIN 第24回 BEGINコンサートツアー2020

鹿児島音協　099-226-3465

18:30 20:30
（予定）

全席指定
一般（高校生以上）6,900円
小中学生2,000円

鑑賞申込締切

2/9（日）必着

令和元年度 かごしま夢舞台支援事業 第36回

鹿児島新人演奏会

県内の幅広い芸術文化活動の振
興に資することを目的として、自
主的かつ創造性豊かな音楽・舞
踊・演劇・美術・文芸・その他の文
化活動を行っている、県内の広域
的な芸術文化団体に対し、助成
金を交付いたします。
●応募方法／応募用紙に必要事項を
記入の上、2月28日（金）までに提出し
てください。（郵送可）
※応募用紙については、ＨＰからもダ
ウンロードできます。詳細について
は、宝山ホールまでお問い合わせく
ださい。

芸術文化活動支援
助成金のご案内

かごしまミューズ・
クラブ会員先行予約

一般発売

3/1（日）10：00～

3/8（日）10：00～
＊宝山ホールでの電話予約は13：00～

チケット発売 電話
3/7（土）
10：00～

3/7（土）
13：00～

Web先行

3/8（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

（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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霧島温泉駅
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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
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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
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東九州自動車道

錦 江 湾
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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）　

★

霧島アートの森 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


