
※写真は昨年の公演の様子です。

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

開催延期のお知らせ

のご案内

おうちdeエンジョイ！

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
当初予定しておりました5/16（土）から延期、7/11
（土）からの再延期となりました。

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

チケット発売開始については決定し次第、
宝山ホールHP等でお知らせいたします。

■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。

掲載しております公演や
イベントの開催・内容等
については、変更になる

可能性もありますので、ご了承ください。なお、最新
の情報は宝山ホールホームページをご覧いただく
か、宝山ホールまでお問い合わせください。

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～

開催中～8/30●日 まで

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

完成！！

7/17（金）～8/2（日）まで、霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）、宝山ホー

ルを中心に開催を予定しておりました「第41回霧島国際音楽祭2020」は、この

たびの新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、延期することと

いたしました。

これまで、新型コロナウイルスに関する状況を見ながら、今夏の開催に向けて

準備を進めてまいりましたが、海外のアーティストの来日および今夏の国内感

染の状況について見通しがつかないことから、鹿児島の皆様、すべての参加者

の健康を第一に考え、このような判断に至った次第です。

開催時期の変更にともない、改めて霧島国際音楽祭のエッセンスを凝縮した素

晴らしい音楽祭にするべく準備を進めてまいります。詳細につきましては決ま

り次第お知らせします。

今夏の開催を楽しみにされていた皆様、ご支援をいただいております助成・協

賛団体の皆様、ご協力いただいているすべての皆様には、何卒ご理解と引き続

きのご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、第42回霧島国際音楽祭は、例年通り2021年7～8月に開催する予定です。
※写真は昨年の「キリシマ祝祭管弦楽団公演」の様子です。

宝山ホールがご提案する“おうち時間”の過ごし方

作る・演奏する編

～宝山ホールスタッフが贈る～

「おうちで楽器を作ろう！演奏しよう！」
簡単に作れる楽器をご紹介！おうちにあるものを「何でも楽器化！」してみました。

ココロ弾む！リズむ！あなたもパフォーマー！

鑑賞する編

「特等席はおうち！」～音楽＆ダンス～
アーティストバンク登録アーティストによるパフォーマンスを鑑賞できるよ！

第57回企画展

7/24●金 ●祝　10：00～12：00

縄文人の狩猟道具、あなただけの「弓矢」作りを夏休み特別版で
体験しよう！
■定員／16人程度※中学生以下は保護者同伴
■場所／体験広場　■参加料／500円

めざせ縄文人！
弓矢作り

7/25●土　10：00～14：00

竹でオリジナルの箸や器を作って、流しそうめんを楽しみませんか？

■定員／50人程度　■場所／体験広場　■参加料／400円（一人）

つくってドキどき体験 第１回

７/２６（日）・8/23（日）に開催を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の為、中止させていた
だきます。ご来場を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよ
うお願いいたします。なお９月以降のスケジュールについては、決まり次第宝山ホールHP等でご案内いたします。

8/29（土）～8/30（日）に開催を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の
ため、中止させていただきます。ご来場を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をおかけい
たしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

カフェ コンサートのご案内ミニ

打楽器をひとつ、おうちで
作って持ってきてネ！
手拍子での参加もモチロン大歓迎！
どんな音がするか聴いてみよう♪
宝山ホールのホームページで公開中！

11/21●土 開場13：30
開演14：00

事　前
申込み
募集中

財団5施設
連携企画 20202020

入場料金（全席指定）一般：3,500円／学生：1,500円／小学生からＯＫ

チケット販売所
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84373）                    （Pコード176-358）

Cafe min i Concert

▲ペットボトルにお米を
入れたマラカス

9 21 13：30開場 / 14：00開演月祝

［クラシックバレエ・
コンテンポラリーダンス］
玉川智美さん

［クラシックバレエ］
徳松奈々依さん

宝山ホールの
「おうちdeエンジョイ」動画集は
右記QRコードよりアクセス

河口コレクション
～洞穴遺跡～

開催中～9/18●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

ゆらゆらトンボ
を作ろう

8/10●月 ●祝　10：00～12：00

バランスが取れるかはキミ次第！
竹の特性を活かした、ゆれるトンボを作ろう。
■定員／小学生以上16人程度※中学生以下は保護者同伴
■場所／体験広場　■参加料／500円

つくってドキどき体験 第２回

本格派流しそうめん
＆工作

どんぐりイベント

必見！！

河口コレクション紹介コーナー
関係者のみ15：00

ホール予約会について 2021年7月利用分のホール予約会は、2020年7月1日（水）午前10時より、宝山ホール（3階第6会議室）にて行います。

10 金 鹿児島市立伊敷中学校校内音楽コンクール 10：00

21：0019：00

鹿児島市立伊敷中学校
099-226-0522

全席自由 400円
（中学生以下無料）

全席自由 2,000円

21：0011土 鹿児島大学学友会ハーモニカバンド
第53回定期演奏会
ディーン醐醍グループ
「明日に架ける橋」コンサート

18：30

15 水

鹿児島大学学友会ハーモニカバンド
080-2261-4313

オフィスG・まごころHS
090-9579-7543

全席自由 2,500円21：0017 金 J.S.バッハ作曲
宗教曲「マタイ受難曲」全曲字幕付き

18：00 ハイルマン合唱団
099-263-0651

入会費 2,000円
会　費 2,400円
（学生 1,000円）

21：15
16：15

25
26

土

■日
市民劇場７月例会
青年劇場「キネマの神様」

18：30
13：30

鹿児島市民劇場
099-224-2888

宝山プレゼンツ

千住真理子
ヴァイオリン・リサイタル

10/24●土 開場13：30
開演14：00

お知らせ

The 41st KIRISHIMA International Music Festival 2020 KAGOSHIMA

2020第41回

幻の名器ストラディヴァリウス
“デュランティ”と
運命的な出会いを果たした
千住真理子が奏でる名曲の数々

■曲目／J.S.バッハ：G線上のアリア
：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番より「プレリュード」

J.パッヘルベル：カノン
S.ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲より 第18変奏
L.v.ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」ヘ長調　作品24より 第1楽章 ほか

※曲目は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

千住真理子（ヴァイオリン） 山洞智（ピアノ）

©Kiyotaka Saito（SCOPE）

■入場料金（全席指定）／一般 3,500円　U-25 2,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。  ※当日各500円増
※U-25は鑑賞時に25歳以下が対象となります。

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

K a z u m a

Miura
Bandoneon
©Shigeto Imura

S o i c h i

Muraji
Guitar
©Satoshi Oono

バンドネオン・ギターデュオ

みやまコンセール
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三浦一馬　村治奏一

かごしまミューズ・クラブ会員特別特典〈無料ご招待〉

7/5（日）に会員先行予約、7/12（日）に一般発売開始を予定しておりましたが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止対応の観点から、発売日程を延期させていただくこととなりました。発売を楽

しみにされていた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い

いたします。なお、新たな発売日等が決まりましたら、宝山ホールHP等でお知らせいたします。

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

〒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

みやまコンセール Miyama conseru

●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.jpEvent Calendar
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7月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ


