
■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

ikoi
vol. 217

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌

52020

May

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。

新世代の
ディーヴァ

DIVA

小林沙羅ソプラノ・リサイタル

5/24●日 開場13：30
開演14：00　終演16：00（予定） みやまふれあい

コンサート

霧島に泊まって
お得　　チケット特典

7/21●火 ～28●火

8/9●日～2021.2/21●日

7/21●火 開演19：00 かのや 会場：リナシティかのや（0994-35-1001）
入場料：有料

ジェームズ・タレル
《NHK-lite》1998年

黒蕨壮 彫刻展
刻まれたリアリティ

4/25●土 ～5/31●日

4/21●火～6/5●金

幼少期から木彫に慣れ親しんできた黒蕨は、コンピュータ技師として働く傍ら木
彫を続け、ほぼ独学で現在のスタイルを確立しました。1980年代には全国各地の
公募展で大賞を受賞するようになり、2015年には日本を代表する木彫作家対象
の彫刻賞である平櫛田中賞を受賞するなど、高い評価を得ています。黒蕨の作品
は、モチーフの素材感をも写し取るような精巧さで、社会への問いかけや人の心
の有り様について語りかけてきます。鑑賞者は、まるで吸い込まれるように作品
と向き合い、日用品や人体の一部によって表された作家の思念に、自身や身近な
人を投影するような気持ちになります。本展は、屋内所蔵作品の中でも来館者に
特に関心の高い《チョット休憩》（1985）を含む初期の作品から新作までを展示
し、表現の連関から垣間見える黒蕨の活動の主題に触れるものとなるでしょう。

新年度コレクション展

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。

2020年度アートラボ

■関連事業
▶学芸員によるギャラリートーク（各日13：30～）

4/29（水・祝）・5/2（土）・5（火・祝）・9（土）・16（土）・23（土）

▶小品の販売など ※詳しくはホームページ等をご覧ください。

■会場：アートホール
第２展示室

くろ わらび そう

■会場：アートホール 第１・３展示室

屋
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御楼門付近出土の鬼瓦

4/25［土］～7/5［日］

御楼門
た　 つ

建立
～発掘調査から解明された鹿児島（鶴丸）城の姿～ 6/6［土］ 10：00～11：30

第57回企画展に関する講演会を開
催します。
■ 講　師／県立埋蔵文化財センター 職員
■ 場　所／展示館多目的ルーム
■ 資料代／１００円
■ 定　員／5０人程度（要事前申込み）
※講演会終了後、希望者を対象に企画展示室で
講師によるギャラリートークを行います。（別途展示
館利用料金が必要）

2020年3月、城下町鹿児島のシンボルである鹿児島（鶴丸）城「御楼門」の建設が
完成しました。県立埋蔵文化財センターが、鹿児島（鶴丸）城跡保全整備事業に
伴い御楼門周辺の発掘調査を行った結果、礎石や地業等の御楼門の基礎構造
や、排水溝、石垣の裏込め、石塁等の遺構を確認し、鬼瓦をはじめとする瓦や陶磁
器等、江戸時代の城内の様子を物語る遺物も多量に出土しました。今回の企画展
では、これまで知られていなかった鹿児島（鶴丸）城の機能や構造を紹介し、あら
ためてその姿に迫ります。

■場　所／展示館企画展示室
■入場料／展示館利用料金

22 金 (公社)霧島市観光協会
0995-78-2115

20：30 入場無料21：30きりしま郷土芸能の夕べ
（霧島神楽･九面太鼓）

24■日 みやまコンセール
0995-78-8000

14：00
一般／3,500円
学生／1,500円
※小学生以上入場可

16：00小林沙羅ソプラノ・リサイタル

「第40回霧島国際音楽祭2019」
での「サウンド・オブ・ミュージッ
ク」マリア役で観客を魅了した新
世代のDIVA(ディーヴァ)が、つ
いにみやまコンセールに登場！
オペラからミュージカルナン
バー、日本歌曲など、幅広いレ
パートリーをもつ彼女が新緑の
霧島を華やかに彩ります。

一流アーティストの演奏を、もっと身
近に、もっと気軽に感じられるコン
サート。どなたでも耳にしたことのあ
る名曲を、親しみやすいお話とともに
お届けします。

「楽器がもっとうまくなりたい！」「音楽のしくみをもっと知りた
い！」「舞台を支える人たちの仕事って？」「演奏会ってどうやっ
て作っていくの？」そんな疑問や要求にすべて答えます！楽器
の個別レッスン、専門家の講義、実際の演奏会の企画をとおし
て音楽がもっと楽しくなる講座です。

■申込受付：2020年6月7日（日）10時～7月5日（日）17時
■参 加 費：一括払い24,000円又は分割払い（4,000円×6回）

※参加費には、レッスン代・講義代が含まれます。
※別途、合宿参加費（2,500円程度×2回）が必要です。

■募集対象：木管・金管・打楽器・ピアノ・声楽（中学生以上、年齢制限なし）

今年もみやまコンセールを中心に、県内各地で
一流アーティストによる演奏会を開催します。

①対象施設・条件を確認して、ホテル・旅館を予約し、ご希望の公演チケットを申し込む

■対象施設：霧島ホテル／霧島国際ホテル

おやど花みずき／いやしの里松苑

もみじ谷静流荘／天テラス

みやまホテル／霧島観光ホテル

ホテル霧島キャッスル／旅行人山荘

霧島花紫／ラビスタ霧島ヒルズ

■注意事項：※銀行振込でお支払いの場合、振込手数料はお客様負担となります。
※インターネットチケットサービス（Web予約・購入）ではお申し込みいただけません。
※霧島国際音楽祭公演、ミニ・コンサートは対象外です。
※かごしまミューズクラブ会員特典（先行予約や割引など）の対象外であり、
ご利用条件は一般のお客様と同様の取扱いとなります。ご登録の口座振
替及び振込用紙はご利用いただけません。

■申込受付：対象公演の一般発売日から

みやまコンセールや霧島の温泉街に行ってみたいけれど、自宅から遠く
て抵抗がある…そんな方におすすめの特典です。みやまコンセール自主
事業有料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、公演チケットを定価の半額で購入できます。ただ
し、事前申込みが必要ですので、ご購入の前に利用方法をよくご確認いた
だき、メール、ＦＡＸ、郵送にてみやまコンセールへお申込ください。

■出演者／加羽沢美濃（ピアノ）
■演奏予定曲／
L.ハーライン：星に願いを
パイレーツ・オブ・カリビアン
カッチーニ：アヴェ・マリア
ドヴォルザーク：新世界より
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7/22●水 開演18：00 阿久根 会場：風テラスあくね（0996-72-1051）
入場料：有料

7/23●木 開演19：00 さつま 会場：宮之城文化センター（0996-53-1732）
入場料：無料

7/28●火 開演19：00 ちな 会場：あしびの郷ちな（0997-81-5151）
入場料：無料

7/17●金 ～8/2●日

The 41st KIRISHIMA International Music Festival 2020 KAGOSHIMA

2020第41回

写真提供：ジェスク音楽文化振興会

日本で最も熱いフェスティバル！
雄大な自然と音楽のハーモニー

霧
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然
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泉
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お得なチケット特典をご存知ですか？

■出演者／小林沙羅（ソプラノ）、河野紘子（ピアノ）
■演奏予定曲／シューベルト：野ばら

山田  耕筰：この道、赤とんぼ
モーツァルト：「ドン・ジョバンニ」より”ぶってよマゼット”　ほか

■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。

チケット好評発売中

みやま音楽アカデミーⅠ

みやま音楽塾

第57回
企画展 企画展講演会

《あの手・この手》（2009-2010）
撮影：福岡栄

※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

黒蕨 壮（くろわらび そう）
1951年、鹿児島県阿久根市生まれ、愛知県在住。1984年より彫刻家
の堀内正和に師事し、第１回現代日本木彫フェステバル（1988）、木の
造形旭川大賞展（1996）で大賞。2015年に日本を代表する彫刻賞で
ある平櫛田中賞を受賞。個展・グループ展での発表多数。主なパブリッ
クコレクションに、北海道立旭川美術館（北海道）、網走市立美術館（北
海道）、神奈川県立近代美術館（神奈川）、清須市はるひ美術館（愛
知）、名古屋市美術館（愛知）、井原市立田中美術館（岡山）、相生森林
美術館（徳島）など。本館開館１周年（2001）に行われたレジデンス事
業に参加。2004年からは、鹿児島県湧水町のイベント「高原フェスタ 
チェンソーアート」の講師・審査・作品制作に参加し、彫刻の普及に多大
な貢献をしている。湧水町ふるさと観光大使。本館コレクション作家。

発売日
変　更

※今後の状況により、開催日時等が変更になる場合がございます。決定次第、
みやまコンセールホームページ、公式SNSにてお知らせいたします。

■利用方法

②申込みから１週間後、予約内容確認書がご自宅に届く

③確認書を参考にチケット代金をお支払い

④支払完了後、チケット引換券がご自宅に届く

⑤公演当日、引換券を入場券に交換し、コンサートを楽しむ

（12施設 ）

●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

5月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ
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みやま
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栗野岳
レクリエーション村

高千穂峰

高千穂
河原

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。

TEL.0995-78-8000

みやまコンセール
（霧島国際音楽ホール）

TEL.0995-74-5945

●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

　（問い合わせ：0995-45-6733）

TEL.0995-48-5701

●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

●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

●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

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

52020

May

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

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。

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。

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

お問合せ

＜入会方法＞

＜特　典＞

●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。

お得な♪

〒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:https://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95分、大人往復2,100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。

@open_air_museum
鹿児島県霧島アートの森

Event Calendar
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