
※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

ikoi
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July

7月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

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。

梅﨑秀
（ピアノ）

三浦一馬（バンドネオン） 村治奏一（ギター）

東亮汰
（ヴァイオリン）

小堀勇介
（テノール）

瀧本実里
（フルート）

火～金曜日の１０時３０分から１６時までのお好きな日時で開催する
１時間のレクチャー・コンサートちぇろ。土・日曜日には大型コンサート
が開催されていることが多いので、休館日である月曜を除いた平日の
方がおすすめ。希望日の前月１日までに申し込めばＯＫちぇろ♪
(例）８/２０にコンサート鑑賞がしたいときは、７/１までにお申し込み。

Ａ．

「ホテルのチェックインまでのちょっとした時間、文化的・芸術的な体験
をしたい」「県内でいつもと違ったリッチな時間を過ごしたい」
「社員旅行や修学旅行の行程を組むときに、時間を有効活用したい」
「同窓会の思い出作りに」こんなときに便利ちぇろ♪

Ａ．

Ｑ．どんなときに便利なの？

大人500円、
高校生以下200円！！
と～～～っても
お手頃価格ちぇろ！

Ａ．

Ｑ．いくらで聴くことができるの？

大丈夫ちぇろ！「子供たちに人気の曲」「誰でも聴いたことがある曲」
など、お申し込みの際にご希望を伝えてほしいちぇろ。多彩なレパート
リーを持つ協力演奏家が対応するちぇろ。

Ａ．

Ｑ．生演奏を気軽に楽しみたいけど、クラシック音楽は難しそう…

学校団体は２０名から、一般団体は３０名から申し込めるちぇろ。Ａ．

Ｑ．何人から申し込めるの？

第212回
発見楽しみ
工房

入場無料

チェロまろフェスタ２０２０
【中止】のご案内

ミニ・コンサートって？
気軽に、世界に誇る音の響きを体感できる

「ミニ・コンサート」について、チェロまろが解説します。

新年度
コレクション展

開催中～7/5●日 まで会期延長

ドーンとは作家本人のひ孫の女の子
の名前です。女性賛歌、女性の生き様
などを一貫して主張してきた「ナナ」
シリーズという作品群の一つで、「ナ
ナ」とは、女の子や女という意味で親
しみを込めて使われるフランス人の
愛称でもあります。ボリュームのある
体型や躍動感あふれる姿、カラフル
な色などに注目してみましょう。

様々な形のシナベニヤでかわいい
アートのモンスターをつくります。好
きな色を塗って連れて帰りましょう。

シナベニヤでつくる
アートのモンスター

●今夏開催を予定していた開館20周年記念特別企画展「チェ・ジョンファ展」は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期となりました。延期後の開催時
期については決まり次第本館ホームページ等でお知らせいたします。
●7月14日(火)「県民の日」は入園料が無料になります。
●5月30日(土)に開催を予定していた第211回発見楽しみ工房「さくらじまの色
を感じよう！オリジナルトートバッグづくり」は8月1日(土)に変更となりました。
※内容は変更になることがあります。最新の情報は本館ホームページをご覧になるか、お電話
でお問い合わせください。

■会場：アートホール 第1、3展示室

霧島郷土芸能の夕べ 20：30 21：303 金 霧島市観光協会
0995-78-2115

幅広いレパートリーと豊かな表現力で、若手実力派バンドネオン奏者として第一線で

活躍する三浦一馬と、スペイン・ギター音楽コンクール、東京国際ギター・コンクールに

続けて優勝し、数多の若手ギタリストの中でも比類なき存在感を発揮するクラシック

ギタリスト村治奏一によるスペシャルデュオ。息の合ったコンビが、とにかく魅せます。

タンゴからクラシックまで、大人な
ひととき
時間をお楽しみください。

このイベントは、新型コロナウイルスの影響を考慮し、
中止とさせていただきました。

©Shigeto Imura

写真提供：毎日新聞社

©Satoshi Oono

バンドネオン×ギターが織りなす大人な
ひととき
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■講 師／野崎 正博
　　　（姶良市立帖佐中学校 教諭）
■定 員／20名（年齢制限はなく、
どなたでも気軽に参加できます。）
■参加料／入園料の他に200円

8/22●土

2020年7月17日（金）～8月2日（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及び今夏の国内

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。開催時期の変更に伴い、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、ご支援を頂いております助成・協賛団体の皆様、ご協力頂いてい

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。

※当日の他、電話（0995-74-5945）による事前申込もできます。
　その際は、代表者のお名前と参加人数をお知らせください。

発 見 楽 し み 工 房

7/26●日 14：00～16：00

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

■演奏予定曲／
シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調作品18
バッハ：パルティータ2番ＢＷＶ826ハ短調
モーツァルト：「皇帝ティートの慈悲」より“もし皇位に、親愛なる神々よ”
マスネ：タイスの瞑想曲　　ほか

■演奏予定曲／ドビュッシー：レントより遅く、パガニーニ：カンタービレ
ディアンス：タンゴ・アン・スカイ
ピアソラ：「タンゴの歴史」より　　ほか

チケット好評発売中

■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。

※このコンサートは、当初4月12日(日)を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、
7月5日(日)へ延期いたしました。
※本公演は、国や県が示した感染防止の取組例などに基づいた対策を講じ、開催します。
※ご来場に当たっては、マスクの着用をお願いいたします。
※今後、新型コロナウイルス感染状況により公演を中止する場合もあります。

※本公演は、国や県が示した感染防止の取組例などに基づいた対策を講じ、開催します。
※ご来場に当たっては、マスクの着用をお願いいたします。
※今後、新型コロナウイルス感染状況により公演を中止する場合もあります。

7/5●日 開場13：30
開演14：00　終演16：00

三浦一馬×村治奏一
バンドネオン・ギターデュオ

開催延期のお知らせ

9/21●月●祝 開場13：30
開演14：00　終演16：00

令和最初の新星たち
日本音楽コンクールは、日本国内で最も権威と伝統あるクラ
シック音楽のコンクールのひとつちぇろ！ぼくの憧れのチェリ
スト・堤剛先生をはじめ、現在活躍中のトップアーティストの
多くがこのコンクール出身者ちぇろ！つまり…今回の演奏会
は、これからのクラシック界を牽引する新星たちの演奏を先
取りできるちぇろ！みんなも若い音楽家たちの音色を感じて、
クラシック音楽のファンになってほしいちぇろ～♪

The 41st KIRISHIMA International Music Festival 2020 KAGOSHIMA

2020第41回

※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、ホームページ、公式SNSにてお知らせいたしますので、お手数ですがご来場いただく前に最新情報をご確認ください。

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。

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。

第88回日本音楽コンクール受賞記念演奏会 14：00 16：00

14：00 15：00

5■日 みやまコンセール
0995-78-8000

ミニ・コンサート特別編12■日 みやまコンセール
0995-78-8000

■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。

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

6/13（土）10：00～
6/27（土）10：00～

6/28（日）10：00～
6/27（土）13：00～
6/28（日）13：00～

一般発売

お 知 ら せ

ニキ・ド・サンファル
《青色のドーン》1995年

映画「風とともに去りぬ」で、夫婦(クラー
ク・ゲーブルとヴィヴィアン・リー)が幼い娘を
連れてピーチツリー・ストリートを散策す
る場面です。３人の顔または頭部は、父が
木材、母が大理石、娘が石膏とそれぞれ
素材も異なります。その他の材料にして
も敢えて様々な建築廃材を使っていま
す。このアッサンブラージュ(集合芸術)に
は、古き良きアメリカ社会の歴史や風俗、
家族などに対する作者の深い関心が風
刺とともに表されています。

マリソル
《ピーチツリー・ストリートの散歩》1997年

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。

開催中～7/5（日）まで
※月曜日休園（祝日の場合は翌平日）

会場：アートホール第２展示室
 展示ロビー

会期
延長

観覧料 入園料に含む一般：320(250)円／高大生：210(160)円
 小中生：150(120)円／幼児以下無料

※（　）内は20人以上の団体料金
※鹿児島県内の70歳以上は無料（確認書類が必要）
※鹿児島県内の小中高生は土・日・祝日無料（確認書類が必要）

主催：鹿児島県霧島アートの森
協賛：湧水町、湧水町教育委員会《草食男子（クワガタ）》（2016）撮影：福岡栄

かごしまミューズ・クラブ会員特別特典〈無料ご招待〉

224名様
限定

385名様
限定

Ｑ．ミニ・コンサートってどんなもの？

●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

7月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ
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（鹿児島県文化センター）
TEL.099-223-4221
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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

72020

July

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
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