
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。

3月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

学習発表会1日 入場無料12:3010:00
高千穂こども園　0995-78-4125

ピアノ発表会8日 入場無料16:309:30
ベルピアノ教室　090-4695-7326（秋野）

ピアノ発表会

14土
入場無料11:309:15

末廣ピアノ教室　090-1978-4579

ミニコンサート特別編

トロンボーン＆ピアノ 祈りの音コンサート
一般500円
高校生以下200円
※3歳のお子様から入場できます。

15:3014:30

みやまコンセール　0995-78-8000

ミニコンサート特別編

旅するピアノ～ピアノでお国巡り～

Vol.4 ロシアを旅して、帰国15日
一般500円
高校生以下200円
※3歳のお子様から入場できます。

15:0014:00

みやまコンセール　0995-78-8000

ポール・メイエ with みやまアンサンブル21土
一般5,000円
学生2,000円
※小学生のお子様から入場できます。

16:0014:00
みやまコンセール　0995-78-8000

第24回 龍馬ハネムーンウォークin霧島22日 参加方法は、霧島市観光協会に
お問い合わせ下さい。

17:008:00
龍馬ハネムーンウォーク実行委員会　0995-78-2115（霧島市観光協会）

26木 一般 500円
高校生以下 200円

11:0010:00
みやまコンセール　0995-78-8000

霧島郷土芸能の夕べ27金 入場無料21:3020:30
霧島市観光協会　0995-78-2115

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

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。

上野原縄文の森では、生涯学習や自主講座、学校などの作
品発表の場として展示館ホールをご利用いただけます。電話・
メール・FAXなどでお気軽にお問い合わせください。

場所／展示館常設展示室　　入場料／展示館利用料金

開催中～5/16［土］

河口コレクション紹介コーナー

標式遺跡シリーズⅢ

場所／体験広場
食事代等／400円（一人）

3/21［土］ 10：00～14：00

どんぐりイベント

ふれあい体験

2019年は島津義弘没後400年にあたります。
今回のミニ企画展では、戦国時代の武将島津
義弘に焦点をあて、義弘の武と雅、また戦国時代
のかごしまの様子を紹介します。

場所／展示館企画展示室　　入場料／展示館利用料金

3/13［金］～4/5［日］

ミニ企画展　　　　　春休み企画

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

開場13：30　開演14：00　終演16：00（予定）

世界最高峰クラリネット奏者との奇跡
世界のトッププレイヤーと鹿児島の演奏家たちが夢の共演をする
［with みやまアンサンブル］シリーズの第4弾。

3/21［土］ 
入場料金（全席指定）　一般5,000円　学生2,000円　※小学生からご入場いただけます。

世界と鹿児島 夢の共演 第4弾

ポール・メイエ with みやまアンサンブル

●出演者／ポール・メイエ（クラリネット独奏・指揮）
みやまアンサンブル（室内楽オーケストラ）

●演奏予定曲／ウェーバー：クラリネット小協奏曲
クルーセル：クラリネット協奏曲第2番
モーツァルト：クラリネット協奏曲　ほか

※写真は昨年度公演の様子です。

©Seoul_Philharmonic_Orchestra

開場13：30　開演14：00　終演16：00（予定）

かごしまミューズ・クラブ会員先行予約

一般発売

2/22（土）10：00～

2/23（日）10：00～

チケット発売 電　話

2/22（土）13：00～

2/23（日）13：00～

Web先行

2/23（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

令和最初の新星たち

そうだ！令和も！
チェロまろに会いに行こう！
コンサート、ワークショップなど
好奇心を刺激する体験がいっぱい！

4/12［日］ 
入場料金（全席自由）　一般2,000円　学生1,000円　※小学生からご入場いただけます。

日本クラシック音楽界の“今”がわかる

第88回 日本音楽コンクール受賞記念演奏会

●出演者／梅﨑秀（ピアノ）、東亮汰（ヴァイオリン）、小堀勇介（声楽・テノール）、瀧本実里（フルート）

10：00～15：304/29［水・祝］ 
入場料　入場無料　※０才からご入場いただけます。

チェロまろフェスタ２０２０

※写真は昨年度公演の様子です。

開場13：30
開演14：00
終演16：00（予定）

かごしまミューズ・クラブ会員先行予約

一般発売

2/29（土）10：00～

3/15（日）13：00～

チケット発売 電　話

3/14（土）10：00～

3/14（土）13：00～

Web先行

3/15（日）
10：00～

窓口、プレイガイド

新緑の霧島を彩る

5/24［日］ 

入場料金（全席指定）
一般3,500円　学生1,500円　※小学生からご入場いただけます。

新世代のDIVA

小林沙羅
ソプラノ・リサイタル

●出演者／小林沙羅（ソプラノ）、河野紘子（ピアノ）
●演奏予定曲／近日発表

場所／体験学習館　参加料／500円

2/29［土］ 10：00～12：00

●講師／元埋蔵文化財センター次長　中村　耕治 氏
●定員／小学生以上30人程度（要事前申込み）

●定員／50人（要事前申込み）

編みカゴ作りに
挑戦し、縄文時
代の人々の生活
について知ろう！

折り紙遊びや
アウトドア
料理をして
ふれあいます。

一日縄文人体験 第6回

縄文ポシェットを作ろう

場所／展示館ホール　　観覧無料

2/23［日］ ～3/22［日］

縄文の森アートギャラリー

切り絵展

春のコレクション展

ジェームズ・タレル《NHK-lite》（1998）
光をテーマにした屋内インスタレーション（設
置芸術）で、マグネトロン・シリーズ（真空管シ
リーズ）と題された代表作の一つです。テレビモ
ニターの映像、つまり人工の光を向かい合う壁
に反射させ、さらにその向かい合う壁に開けた
テレビ画面の形をした開口部から、もれる光の
みを見る仕組みになっています。しばらく見てい
ると、光とそれを包む空間とがもたらす不思議
な感覚にとらわれていくのが分かります。

溝口守一《装う》（1998）
イタリア留学からの帰国後間も
ない1998年第64回白日展に
出品された作品です。素朴で明
るく、単純化された量塊と静か
な線が、美しいフォルムとみず
みずしい生命感を醸し出してお
り、作者が傾倒しているエトルリ
ア彫刻の表現を強く感じさせて
くれる作品となっています。

屋内収蔵作品43点の
中から精選した作品
を展示します。

会場／アートホール展示室

2月14日（金）～2月21日（金）は施設メンテナンスのため休園いたします。休園の
お知らせ

2/22［土］～4/19［日］

奥傅三郎
《ボーンズ》（1996）
生物の死を意味する骨を
題材にしており、光を受け
て変化するガラスには作家
自身の生命の鼓動が表さ
れています。生死をさまよ
う闘病生活の体験を通し
た作家本人の生への強烈
なエネルギーを感じさせて
くれます。

ヘリ・ドノ
《栄光の車》（2001）
かつてインドネシアの公共
の乗り物は馬車だったの
が、現代では人間がこぐベ
チャ（三輪車）になっている
という主客が逆転したあり
様を表しています。皮肉と
ユーモアがたっぷりときい
たこの作品には、動物と人
間の共生を思う作家の願い
も込められています。

ミニ・コンサート

切り絵の風景や
植物、人物などの
作品と切り絵の
しおりやコース
ターなどの展示
を行います。

霧島国際音楽祭2019
サウンド・オブ・ミュージックで

マリア役を熱演！！

マルシェも
くるよ♪

●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　※70歳以上の鹿児島県民は無料　※鹿児島県内の小中高生は土・日・祝日無料

〒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♪


