
■出演／サッシャ・ゲッツェル（指揮）
キリシマ祝祭管弦楽団

■曲目／L.v.ベートーヴェン：交響曲 第3番
変ホ長調 Op.55「英雄」　ほか

■会場／宝山ホール 3階 第4会議室　　■参加料／無料　　■定員／50名（先着順）
■講師／伊藤 綾（鹿児島国際大学 国際文化学部 音楽学科 准教授）
■内容／作曲者、作品の聴きどころについて
■お申し込みは宝山ホール（099-223-4221）まで

■入場料金
（全席指定）

S席6,500円
A席4,500円
A席（U-25）3,000円
※未就学児の入場・同伴
　はお断りします。

電話予約

Web先行発売

窓口・プレイガイド

チケット発売 かごしまミューズ・
クラブ会員

5/30（土）10：00～
＊先行予約期間中はみやま
　コンセールで受付ます。

＊チケット発売日が変更になりました。

6/3（水）10：00～
6/6（土）10：00～

6/5（金）10：00～

6/6（土）13：00～

一般発売

ハシゴして、
１日宝山ホールで
クラシック！

生誕250年ベートーヴェン・イヤーに贈る
ゲッツェル指揮
ベートーヴェン最高の自信作「英雄」

公演をより楽しんでいただくための
プレセミナーを開催します。
どなたでもご参加いただけます。

10：00 加羽沢美濃　0歳児からのコンサート（45分）

11：30 管の祭典～吹奏楽の神が集う！！（120分）

14：00 鈴木優人＆上野星矢＆上野耕平 スペシャルトーク（45分）

15：45 上野耕平サクソフォン・リサイタル（45分）

17：30 鈴木優人の「第九」歓喜の歌×ヴィルサラーゼの
 ベートーヴェンピアノ協奏曲（90分）

※写真は昨年の公演の様子です。

■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。

■入場料金／500円～3,500円　※公演によって異なります。

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

7/11●土

宝山ホール祭り7/24●金

キリシマ祝祭管弦楽団公演

プレセミナー開催

7/29●水

開場13：30
開演14：00

開場18：30　開演19：00
（18：50～サッシャ・ゲッツェルによるプレトーク）

7/5●日 14：00～16：00

※当初予定しておりました5/16（土）から
　延期となりました。

０歳児から入場できて、
親子で楽しめるコンサート！
■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！）　ほか

チケット好評発売中

■募集定員／6～8組の団体もしくは個人
■応募条件／出演時間5～15分（セッティングから撤去まで最大20分）

音響反射板は設置いたしません。
あらかじめご了承ください。

■応募方法／応募用紙（宝山ホールHPからダウンロード可）に必要事項を
ご記入の上、郵送かFAXまたはメールにてお申込みください。
※詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

ステージ体験

「あなたが主役！」
参加者募集

8/29●土 開演13：00

次回は6月28日（日）10：30～11：15

入場無料16：30

ホール予約会について 令和3年5月利用分のホール予約会は、令和2年5月1日（金）午前10時より、宝山ホール3階会議室にて行います。

市民参加型音楽劇ソラウタ実行委員会
080-5172-3955

17：00
（予定）

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～

15：30

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)

24■日 第63回 鹿児島玉龍中学・高等学校定期演奏会 14：00 鹿児島玉龍高等学校（前田）
099-247-7161

入場無料
17：50

17：50

28
29

木

金
第69回 鹿児島県高等学校音楽祭

10：00

9：30

5/28

5/29

鹿児島県高等学校教育研究会音楽部会
099-222-9205
（鹿児島工業高校　米丸）

16 土
標式遺跡シリーズⅢ

開催中！！5/15●金 まで

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

縄文の森
春まつり

5/3●日～5●火　10：00～15：00

楽しいステージパフォー
マンス、まつり限定の縄文
体験、おいしくて人気のど
んぐりうどん、ゴールデン
ウィークは、縄文の森へぜ
ひお越しください。

■場所／体験広場
■入場無料　※体験活動は有料になります

上野原遺跡をめぐる火山
5/16●土　10：00～11：30

鹿児島の考古学を語る上で欠かせ
ない火山。桜島や大規模噴火で知
られる鬼界カルデラをはじめ、上野
原遺跡を取り巻く火山やその活動
について、解説します。

■講　師／鹿児島大学　准教授
井村 隆介 氏

■定　員／50人程度（要事前申込み）
■場　所／展示館多目的ルーム
■資料代／100円

霧島連山は日本のジオパーク認定を
受けています。地質の日（5月10日）
に合わせ、鹿児島の歴史を地層剥ぎ
取り資料や写真パネルで紹介します。

■場所／展示館ホール
■入場無料

令和2年度 かごしま夢舞台支援事業
 公演団体募集！

地層が語る
鹿児島の歴史
～見る・聞く・触るジオの日～

5/9●土～31●日

SpringFestival

必見！！

上村郁美
（ユーフォニアム）

西田詩音
（ピアノ）

■曲目（予定）／
H.マンシーニ：ムーンリバー
F.ショパン：黒鍵のエチュード　　ほか

■カフェの開店時間は10：00～
■場所／カフェ マ・ナ～ナ

（宝山ホール2階）

■入場無料（要ワンオーダー）

Cafe min i Concert

日曜の朝にカフェで音楽を
お楽しみください。

応募締切

5/17●日
必着

応募締切

5/23●土
必着

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。

■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（宝山ホールHPからダウンロード可）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～※令和2年5月16日（土）に延期

（公財）鹿児島県文化振興財団
アーティストバンク登録アーティスト紹介公演

若葉コンサート

■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）

チケット好評発売中

参加費無料

宝山ホールのステージで「主役」になってみませんか？

20202020

財団5施設連携企画

考古学講座 第２回

ミニ企画展
「国際博物館の日（5月18日）」記念事業

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～

5/16●土 開場15：00
開演15：30

オーディションを経て集まった出演者が、生演奏をバックにコーラスと
お芝居で作り上げる音楽劇です。
■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

※3/27（金）に予定しておりましたが、新型コロナウイルスの
　感染症拡大防止などの観点から、開催が延期となりました。

※7/4（土）に予定しておりましたが、
　新型コロナウイルスの
　感染拡大防止などの
　観点から延期いたします。
　（日程未定）

※写真は昨年の公演の様子です。

河口コレクション紹介コーナー

第17回

恒例の
火おこし大会

5月10日は

地質の日

5/17●日 10：30～11：15

カフェ コンサートミニ

※第17回縄文の森春まつりは、新型コロナウイルスの
感染症拡大防止などの観点から、開催が中止となる場合
がございます。詳細は縄文の森までお問合せください。

（株）鈴木企画
099-258-6360

16：00
20：008 金 市川由紀乃コンサート2020 14：00

18：00
全席指定 S席5,500円
 A席4,500円

The 41st KIRISHIMA International Music Festival 2020 KAGOSHIMA

2020第41回

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

〒892-0816  鹿児島市山下町5番3号　Tel.099-223-4221　Fax.099-223-2503
URL:https://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・日程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

霧島アートの森 Kirishima open-air museum

●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

5月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event Calendar
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