
ホール予約会について

次回は4月26日（日）10：30～11：15Paul M
eyer

2021年3月利用分のホール予約会は、2020年3月2日（月）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。

vol. 215
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4水

夢スター歌謡祭春組対秋組　歌合戦

3月の催物 / 問い合わせ先 開演 終演 入場方法

株式会社夢グループチケットセンター　0570-064-724

13:00 15:30

PS席 前売り 8,500円
 当日 8,500円
SS席 前売り 6,980円
 当日 8,000円

（税抜）
（税抜）
（税抜）
（税抜）

（税抜）
（税抜）
（税抜）
（税抜）

PS席 前売り 6,800円
 当日 8,000円
SS席 前売り 5,800円
 当日 6,800円

橋幸夫と歌の仲間たち

株式会社夢グループチケットセンター　0570-064-724

18:00 20:30

8日
南日本音楽祭鹿児島オペラ協会定期公演

歌劇「フィガロの結婚」（全四幕）

鹿児島オペラ協会事務局　080-6454-8384

17:00 20:30

指定席 S席5,000円
 A席4,500円
自由席 一般4,000円
 大学生以下1,500円

27金
かごしま夢舞台支援事業

市民参加型音楽劇 BLUE～空にうたえば～

市民参加型音楽劇ソラウタ実行委員会　080-5172-3955

19:00 21:00

全席自由
大学・一般 1,000円
（子ども２人まで無料）

高校生以下300円
（高校生は受付で学生証提示で無料）

11水 伝統芸能 華の舞

KTS企画事業部　099-285-8966
13:30 15:30 全席指定 一等席7,000円

 二等席6,000円

15日 アンサンブル南星　第21回ファミリーコンサート

アンサンブル南星　090-5387-8467（新枦）
14:00 16:00 入場無料

19木 フォレスタコンサート in 鹿児島

九州労音　0952-26-2351
14:00 16:00 全席指定 5,800円

18:00 21:00
（予定）

全席自由 2,500円

25水 市川由紀乃コンサート2020

（株）鈴木企画　099-258-6360

14:00
18:00

16:00
20:00

全席指定 S席5,500円
 A席4,500円

29日 第36回鹿児島新人演奏会

鹿児島新人演奏会事務局（南日本新聞社）　099-813-5052
13:00 18:00

全席自由　一般600円
　　　　　学生300円（小・中学生）

21
22
土
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）

9:40 15:55 入場無料

14土
高橋 優 LIVE TOUR 2019-2020
「free style stroke」

鹿児島音協　099-226-3465

17:30 19:30
（予定）

全席指定（税込）7,700円
※4歳以上有料。3歳以下入場不可。

26木
ポーランド・シレジア・フィルハーモニー管弦楽団を迎えて

コンチェルトとの夢の出逢い　鹿児島公演

アイエムシーミュージック　03-6907-2535
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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
●公演ボランティアスタッフ
受付、クローク、観客の誘導・案内、ドア管理、チラシ折込 など

●広報ボランティアスタッフ
情報発信・広報会議への参加（アイデア等をお聞かせください）

・ 満18歳以上（高等学校在学中の者はのぞく）。
・ ボランティアスタッフ説明会［4/4（土）14：00～15：00もしくは
4/12（日）10：00～11：00のいずれか］に参加できる方。

※広報ボランティア希望の方は4/12（日）11：00～12：00の広報
ボランティア会議にもご参加ください。

※ドアの開閉など、やや体力を使う業務が含まれます。
※遅刻や事業に支障を来たす行為が続く場合には、登録を解除さ
せていただく場合があります。

●応募方法／往復ハガキにて1枚につきお一人様でお申し込みください。

【往信表】 〒892-0816 鹿児島市山下町５番３号 宝山ホール
  「宝山ホールボランティアスタッフ」係

【往信裏】 ・お名前　・住所　・電話番号　・年齢
  ・希望するボランティア※（公演・広報）
        ※重複可

【返信表】 ご住所、お名前を記入してください。

【返信裏】 何も記入しないでください。

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。

新規ボランティアスタッフのご案内

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提示で無料）

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／福冨貴子（ソプラノ）
 又吉秀和（バリトン）
 宝山室内アンサンブル

●曲目／L.v.ベートーヴェン：「運命」
J.オッフェンバック：「天国と地獄」
越部信義：「おもちゃのチャチャチャ」（手作り打楽器を持ち寄ってみんなで演奏しよう！）

※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。
※親子ペアは、おとな券1枚とこども券1枚をセットにした券です。

5/16［土］開場13：30　開演14：00

若月仁美（メゾソプラノ）室屋麗華（ピアノ）

令和元年度 かごしま夢舞台支援事業

令和2年度 かごしま夢舞台支援事業 公演団体募集！

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。

●公演内容／演劇、舞踊、ダンス、ミュージカル、オーケストラ、吹奏楽、合唱、伝統芸能など
●公演時期／令和3年1月～3月
※上記日程を基本としますが、公演団体決定後、ホールの空き日の中から団体と協議の上決定します。
　なお、平日になる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
※必要に応じて、1日ホールでのリハーサルが可能です。
※すでにホールの予約を入れている団体は対象外とします。

●公演条件／●有料公演であること。入場料は公演団体に帰属します。　●おおむね200人以上の入場者が見込める団体。
●著作権は公演団体により処理されていること。　●公演において生じた事故などの責任は公演団体に帰属します。

●経費／公演に係るホール利用料、附属設備等利用料（照明費等）は、宝山ホールが負担します。
上記以外の広告宣伝費、人件費、道具等運搬費等は公演団体の負担となります。

●応募方法／応募申請書に必要事項をご記入の上、宝山ホールへ提出してください。（郵送可）
＜これまでの公演＞
［平成30年度］●夢～かごしま在住の表現者たちで創り出す夢への物語 夢～無敵だったあのころ～　●ハッピートロンボーン5thコンサート
［令和元年度］●演劇「父帰る」　●市民参加型音楽劇 BLUE～空にうたえば～

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

上野原縄文の森 第56回企画展

３月８日■日 まで 場　所／展示館企画展示室
入場料／展示館利用料金

島津義弘の武と雅
～考古資料にみる かごしまの戦国時代～

戦国
武将

2019年は島津義弘没後400年
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ています。

応募資格

応募締切

3/13
（金）必着

応募締切

5/17
（日）必着

宝山ホールが主催するコン
サートやワークショップ等に
ボランティアスタッフとして
参加してみませんか？

●活動場所／宝山ホール　ほか
●活動期間／令和2年4月～令和3年3月
●報酬など／交通費相当額（1,000円／日）を支給します。

ボランティア活動保険に加入します。
（※宝山ホール負担）

3/15［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）／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

●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）

日曜の朝に
カフェで音楽を
お楽しみ
ください。

©Shin Yamagishi

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

世
界
最
高
峰
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
奏
者
と
の
奇
跡

３/２１［土］
開場13：30　開演14：00
みやまコンセール
［全席指定］一般5,000円、学生2,000円
※小学生からＯＫ

［出演］

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

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。 

チケット
好　評
発売中

［主　催］
［協　賛］
［後　援］

みやまコンセール
霧島温泉旅館協会
鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会
ＭＢＣ南日本放送、エフエム鹿児島、ＫＹＴ鹿児島讀賣テレビ、ＫＫＢ鹿児島放送、ＫＴＳ鹿児島テレビ、鹿児島県吹奏楽連盟

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141-454）、

［チケット販売所］

※公演・広報の重複の参加も可能

（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
ー

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 霧島アートの森 Kirishima open-air museum 上野原縄文の森 Uenohara jomon no mori


