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未来の舞台芸術を担う
若者がここからはばたく

各地で売り切れ続出の最も旬なピアニスト。チャイコフスキー・
コンクール第2位、第40回霧島国際音楽祭大賞受賞の演奏は必聴！

オリジナル楽器によるバッハ演奏の権威、世界が敬愛する
鈴木雅明率いるアンサンブルが鹿児島初登場。

■出演／（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 折田 夏菜（ピアノ） 迫田 瑞花（ピアノ）

濵田 眞子（ピアノ）
©井村重人

松田 あかね（ピアノ）平田 博子（ピアノ） 冨松 大幹（テノール）

横内 梨帆
(ヴァイオリン)

阿多口 拓也
（アルトサクソフォン）

牛ノ濵 沙織
（フルート）

松元 奈穂
（サクソフォン）

屋久 美緒
(サクソフォン)

藏ヶ﨑 桃子
（オリエンタルダンス）

AKANE
（コンテンポラリーダンス／
ストリートダンス）

初音家 政華
(日本舞踊)

■入場料金（全席指定）／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。

本公演はアップルシート（子ども招待席）当選者およびその同伴者様への優先販売公演です。
一般販売および当日券販売は、座席に余裕がある場合のみ実施いたします。
一般販売10/29（木）10:00～　※一般販売取扱販売所：宝山ホール窓口、財団WEB（前売りは公演2日前まで）

宝山ホールが主催するイベントは、国や県が示した感染防止の取り組み例などに基づいた対策を講じ、開催します。ご来場にあたって
は、マスクの着用をお願いいたします。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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが中止や延期となる場合がありますので、ホームページでご確認いただくか、
それぞれの主催者へお問い合わせください。

（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

藤田真央ピアノ・リサイタル

冬　 霧島国際音楽祭

若葉コンサート

12/16●水 開場18：30
開演19：00

1/8●金 開演13：30

鈴木雅明指揮

バッハ・コレギウム・ジャパン（20人編成）1/8●金 開演19：00

2021.1/5●火～12●火 

11/28●土　10：00～12：00

ホール
予約会に
ついて

2021年11月利用分のホール予約会は、2020年11月1日（日）宝山ホール（会議室）にて行います。※ホールによって開始時間が異なりますのでご注意下さい。
●県民交流センター（県民ホール）、川商ホール（市民ホール）…午前10時から　●宝山ホール、川商ホール（第1・第2ホール）…午前10時30分から

全席指定　6,000円

全席指定　7,000円

入場無料　※要整理券

待ってましたの風物詩　日本最大東西落語夢の祭典
第十四回 三遊亭円楽プロデュース
博多・天神落語まつり 鹿児島公演 熱演東西会

ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート2020
勝手にやってすいません！40th Anniversary

15：15
（予定）

13：00

16：00

20：00

14：00

18：00

15：5513：40

鹿児島音協
099-226-3465

（株）鈴木企画
099-258-6360

（株）鈴木企画
099-258-6360

まごころHS
090-9579-7543

鹿児島市安心安全課
099-216-1209

1■日

10 火

25 水

14 土

11
12

水

木

第16回鹿児島市安心安全まちづくり市民大会

関係者のみ
16：50

17：00

13：30

9：15

11/11

11/12
鹿児島県高等学校演劇連盟
099-282-7888

2020年度（第73回）鹿児島県高等学校
演劇祭 秋季県大会

全席指定 前売4,500円
 当日5,000円

15：0013：00
KTS企画事業部
099-285-896618 水 東京大衆歌謡楽団かごしま公演

入場無料
※要整理券（HPより受付）

鹿児島ママブラスみゅう
第11回 ファミリーコンサート

全席指定　6,800円

全席自由　2,000円

全席指定 S席7,500円
 A席6,000円

未定14：00

16：00
20：00

14：00
18：00

（株）キョードー西日本
0570-09-2424

鹿児島ママブラスみゅう
090-2710-8411（川添）

23
［祝日］
■月

27 金

29■日

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2020～2021

島津亜矢コンサート2020
～35周年記念歌怪獣襲来ツアー～

ディーン醐醍＆フレンズ
「明日に架ける橋」コンサート

全席指定 おとな1,500円
 こども（中学生以下）750円
 親子ペア2,000円

15：0014：00

16：0014：00

21：0019：00

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-422121土

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

関係者のみ（後援会会員及び関係者）16：30
（予定）

15：00
公益社団法人鹿児島交響楽団
099-223-309315■日 鹿児島交響楽団第93回定期演奏会

お知らせ

■入場料金（全席指定）／1,000円　※未就学児の入場・同伴はお断りします。  ※当日500円増

■入場料金（全席指定）／一般4,000円　高校生以下2,500円

■入場料金（全席指定）／一般5,500円　高校生以下4,000円
森山良子コンサートツアー
2020～2021　中止のお知らせ
令和3年1/10（日）に開催を予定しておりました「森山良子コンサートツ
アー2020～2021」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中
止することとしました。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。

2020かごしま県民第九演奏会
中止のお知らせ
12/13（日）に開催を予定しておりました「2020かごしま県民第九演奏
会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来場者の皆さま、
並びに出演者の健康・安全を最優先に考慮し、中止を決定しました。ご来
場やご参加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、詳細につきま
してはMBCホームページをご覧ください。

令和元年に日本遺産に認定された「麓」。
構成遺産の一つである喜入旧麓地区を、
鹿児島市地域プロデューサーでもある講
師の説明を聞きながら歩きます。

■講師／県立埋蔵文化財センター
調査課課長　中村 和美 氏

■定員／40人程度
■場所／旧喜入町周辺
■資料代／100円

日本遺産　
ふもと

麓
薩摩武士の生きた町を歩く

考古学
講　座
第4回

縄文リース
を作ろう

つくって
ドキどき
体験第3回

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

12/5●土　10：00～12：00

縄文の森で採れる植物を使って、
オリジナルのリースを作ろう！

■場所／展示館２階休憩所
■定員／小学生以上30人程度　■参加料／500円

門松を作ろう

事　前
申込み
募集中

12/20●日　10：00～12：00

自分で作った門松で新年を迎え
ませんか？

■場所／体験広場
■定員／小学生以上15グループ
■参加料／1,000円（予定）（1グループ一対）

縄で作る正月飾り
＆干し柿作り

12/19●土　10：00～14：00

お正月に向けて、かわいいリース
やおいしい干し柿を作ります。

■場所／体験広場
■定員／50人程度
■昼食代等／400円（一人）
（正月飾りの材料代は、別途500円）

11/29●日　14：25～15：15（滞在時間）

周遊観光バスの海コー
ス（西郷どん号）の乗車
者を対象に、案内付きで
展示館や屋外展示を紹介します。記念写真の
撮影やどんぐり茶、どんぐりクッキーなど様々
なおもてなしもご準備しています。

霧島周遊観光バスタイアップイベント

大人向け特別体験

「特別な時間」

■入場料／展示館利用料金
■申込先／鹿児島交通（株）国分営業所：0995-45-6733

好評発売中

次回は12月20日（日）
10：30～11：15

上之段 祐佳（ピアノ）竹下 智子（ピアノ）

Cafe min i Concert

日曜の朝にカフェで音楽を
お楽しみください。
■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）※先着20名まで
※事前申込制（10/25［日］13：00～電話受付開始）
■曲目（予定）／Ｊ．ブラームス：大学祝典序曲 Op.80（ブラームス自編による4手連弾版）

Ｒ．シューマン：東洋の絵 Op.66　ほか

11/22●日
カフェの開店時間は10：00～

10：30～11：15

カフェ コンサートミニ

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

11/21●土 開場13：15　開演14：00
終演15：00（予定）※休憩なし

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』　ほか　※演奏曲目は変更になる場合があります。

※当初予定しておりました企画「手作り打楽器を持ち寄ってみんなで演奏しよう！」は
　新型コロナウイルス感染防止のため、実施を取り止めることといたしました。

※写真は昨年の公演の様子です。

どんぐりイベント※詳細は、霧島国際音楽祭公式ホームページをご覧ください。

電話予約

Web先行発売

窓口・プレイガイド

各チケット発売 かごしまミューズ・クラブ会員
10/24（土）10：00～
＊先行予約期間中はみやまコンセールで受付ます。

10/29（木）10：00～
10/31（土）10：00～

10/30（金）10：00～

10/31（土）13：00～

一般発売

第41回

YU
KOSUGE

6th Great pianist series
four Elements 最終章「大地」

7th Great pianist series

11 22小菅 優
ピアノ・リサイタル

ゲルハルト・オピッツ
ピアノ・リサイタル

日
開演 14：00

土
開演 14：00
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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

〒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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11月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ


