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お知らせ
開催日時が変更になる場合がございますので、ご来場の前に最新情報をホームページでご確認ください
※みやまコンセール自主事業公演は、関係団体が示したガイドラインに基づいた感染防止対策を講じ、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。　※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。　※正面玄関は13時、ホールは13時30分に開場いたします。

グレート
ピアニスト
シリーズ
第7弾

ゲルハルト・オピッツ
ピアノ・リサイタル

12/19●土 開演14：00　終演16：00（予定）

■入場料金（全席指定）／　※373名様限定
一般 5,000円　学生 2,500円 ※小学生からＯＫ

チケット好評発売中

チケットインフォメーション

■演奏曲目（予定）／
ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番 「悲愴」 
ベートーヴェン：ピアノソナタ第14番「月光」 
ベートーヴェン：ピアノソナタ第17番「テンペスト」 
ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」

みやまコンセール

宝山ホール

宝山ホール

巨匠オピッツ降臨。彼にしか語れないベートーヴェンがある
～ベートーヴェン生誕250周年～

11/19●木～2021.2/14●日 まで

本館では、国内外の現代美術家39人の作品を所蔵し、
年数回に分けてコレクション展として展示しています。
作品解説カードを手がかりに作者との対話を楽しみ
ながら鑑賞できる空間になっています。

今年度の企画は全て終了しまし
た。来年度の企画は決まり次第
ホームページ等でお知らせします。

2020年10月の発見楽しみ工房の様子
「玉石アートにチャレンジしよう」 
甑島の玉石にアクリル絵の具で自由に
描いて、飾りやペーパーウエイトを作り
ました。

冬のコレクション展
会場：アートホール

一般500円
高校生以下200円

みやまコンセール
0995-78-8000

関係者のみ霧島の森コンサート 8：30 16：005 土 主催者：霧島高校
0995-76-0039

ニューイヤー・オープニング・コンサート
堤剛の無伴奏、川久保賜紀のベートーヴェン「春」。
そして鈴木優人（指揮）ＢＣＪのバッハ。
音楽祭のオープニングは華麗に豪華に。

藤倉大：TSUTSUMU(つつむ)(世界初演)、カサド：組曲
ライプツィヒのバッハ～協奏曲三昧～
J.S.バッハ：チェンバロ協奏曲 第8番　ほか

川久保賜紀(ヴァイオリン)、青柳晋(ピアノ)、堤剛(チェロ)
鈴木優人（指揮･チェンバロ）
バッハ･コレギウム･ジャパン(9人編成)

モーツァルト：ピアノ･ソナタ第6番、第9番
ブラームス：２つのラプソディ
R.シュトラウス：ピアノ･ソナタ

J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第5番
J.S.バッハ：管弦楽組曲 第3番、第4番　ほか

18：005 火

受講生のみみやま音楽塾⑩ 10：00 16：006■日 みやまコンセール
0995-78-8000

受講生のみみやま音楽塾⑪ 10：00 16：0026 土 みやまコンセール
0995-78-8000

関係者のみヴォーカルアンサンブルコンテスト20■日 主催者：合唱連盟

全席指定
一般5,000円　学生2,500円
※小学生からＯＫ

□P 562-001
一般5,500円
高校生以下4,000円

藤田真央ピアノ・リサイタル
必聴 ! 最も旬なピアニスト。各地で売切れ続出。
2019年チャイコフスキーコンクール第2位。昨年の霧島国際音楽祭で11年ぶり音楽祭大賞受賞。

13：308 金 □P 562-002
一般4,000円
高校生以下2,500円

鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン（20人編成）
世界が最も愛するBCJ。本年度グラモフォン賞受賞。
世界超一級のバッハを聴ける幸せ。鹿児島初登場。

19：008 金 □P 562-003
一般5,500円
高校生以下4,000円

みやまコンセール

シューマン：ピアノ四重奏曲　ほか

原田幸一郎(ヴァイオリン)、磯村和英(ヴィオラ)
堤剛(チェロ)、青柳晋（ピアノ）
カルテット･アマービレ、クァルテット・インテグラ

ザ･カルテット！！ 究極の室内楽。
日本が世界に誇る最もフレッシュな２つの極上カルテットと
匠のベテラン夢の室内楽。

15：009 土 □P 562-004
一般4,000円
高校生以下2,500円

みやまコンセール
ヴェルディ：乾杯の歌
プッチーニ：誰も寝てはならぬ　ほか

佐藤美枝子＆西村悟 ニューイヤー･オペラ･デュオリサイタル
名曲アリアに酔いしれる。初登場の２人。

12：0010■日 □P 562-005
一般4,000円
高校生以下2,500円

みやまコンセール

ベートーヴェン：チェロ･ソナタ第3番､ホルン･ソナタ
ピアノ･ソナタ「悲愴」「月光」「熱情」

日髙剛（ホルン）、上村文乃（チェロ）、三又瑛子（ピアノ）
進藤実優､梅﨑秀､樋ロー朗（ピアノ）

ドヴォルザーク：弦楽のためのセレナーデ　ほか

原田慶太楼(指揮)、キリシマ･ストリング･アンサンブル
コンサートマスター：長原幸太、各クラス受講生代表

「悲愴」「月光」「熱情」！
ベートーヴェン名曲コンサート
ベートーヴェン生誕250年を祝う。
音楽祭ならではのベートーヴェン・ガラコンサート

ファイナル・コンサート
～選ばれし若い音楽家たちのソロと弦楽アンサンブル～
冬の音楽祭･フィナーレ。
唯一無二の感動・若いエネルギーでクライマックス。原田慶太楼初登場 !

16：0010■日

みやまコンセール

13：0011
［祝日］
■月

□P 562-006
一般3,000円
高校生以下1,500円

□P 562-007
一般3,000円
高校生以下1,500円

霧島国際音楽祭 in 霧島市民会館
加羽沢美濃･大萩康司･広田智之　ピアノ･ギター･オーボエの豪華３人が贈るニューイヤーコンサート霧島市民会館

19：0012 火

セット券あり

セット券あり

ゲルハルト・オピッツ　ピアノ・リサイタル 14：00 16：0019 土 みやまコンセール
0995-78-8000

1977年、第2回アルトゥール・ルービンシュタイン
国際コンクールで優勝し、一躍世界的な脚光を浴
び、ドイツ正統派の巨匠として今なお名高い評価を
得ているピアニスト、ゲルハルト・オピッツが、アニ
バーサリー・イヤーに捧げる、待望のベートーヴェ
ン。三大ソナタ「悲愴」「月光」「熱情」を、革新的かつ
劇的な「テンペスト」。誰もが知る傑作を重厚な音色
で贈る渾身のオール・ベートーヴェン・プログラム！

発 見 楽 し み 工 房

中国、唐代の詩人、李白の家をイ
メージしてつくられており、李白の
詩に対する作家の思いが込められ
ています。白い壁にとりつけられ
たすり減った石段と住居の扉の表
現は夢の中で見た実態のない幻
を見ているような感じさえします。
果たして、李白は今もこの家の中
に住んでいるのでしょうか。

長沢英俊
《李白の家》1982年

ポスト印象派の巨匠ゴッホをカリブ
海に浮かぶ島バミューダに連れてき
たら、一体何を描いただろうかとい
うユニークな発想に基づいて制作さ
れています。ランニング１枚、短パン
に裸足といういでたちでアイスキャ
ンデーを頬ばりながらスクーターを
駆けるゴッホの姿を通して、作者の
ゴッホに対する深い思いが伝わって
くるようです。

篠原有司男
《ヴァン・ゴッホ・スクーター》1997年

体そのものが山を思い起こさせ、左
肩には砂岩でできた家がのり、体の
表面には新たな山塊と雲を思わせる
ような彩色がなされています。そのこ
とで、いくつものイメージが重なって
広がりながら、物語や詩情を感じさ
せてくれる作品になっています。全体
の存在感ばかりではなく、眼球の表
現にも注目してみましょう。

舟越桂《雲の庭》1999年

Realdeal Music Orchestra
●プロフィール ●

鹿児島市を中心に活動する社会人
のジャズビッグバンドです。1981年の
結成以降、長年にわたり、県内・県外
各地で広く活動しており、主にジャズ
スタンダード曲をオリジナルのビッグ
バンドアレンジで演奏しています。

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
アの芸術文化団体を公募し、当財団が宝山ホールのホールを無料提供し、支援する事業です。

宝山ホール（鹿児島県文化センター）事業案内：令和２年度かごしま夢舞台支援事業 2021年で
結成30周年にあたることから、
集大成としてコンサートを開催。

ジャズスタンダード曲をヴァイオリンや
男女ダブルボーカルを交えながら、
オリジナルのビッグバンドアレンジで

演奏するなど、独自路線の
ジャズ演奏を披露予定。

The 41st KIRISHIMA
International Music Festival KAGOSHIMA冬の第41回

チケット
好　評
発売中2021.1/5●火～12●火

ほか鹿児島県内で公演を開催 !
詳細は音楽祭ホームページをご覧ください

音楽祭期間中、オンラインコンサート、
霧島国際音楽祭Channelの配信を予定していますONLINE

●パソコン／スマートフォン

（公財）鹿児島県文化振興財団Ｗｅｂチケットサービス
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

●窓口購入／電話予約

みやまコンセール(霧島国際音楽ホール)　TEL0995-78-8000

宝山ホール　TEL099-223-4221

●プレイガイド

ローソン･ミニストップ各店：ローソンチケット(Lコード82310)
※1/12(火)の公演を除く

セブンイレブン･サンクス各店､他：チケットぴあ 0570-02-9999
ファミリーマート各店／イープラス https://eplus.jp
十字屋ＣＲＯＳＳ／山形屋／ブックスミスミオプシア／霧島市民会館

新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い
●座席配置、販売席数が通常公演とは異なります。（50％での座席設定にて販売をいたします）

●ご入場には、十分な距離の保持や体温測定、体調確認等に時間を要します。お時間に余裕を

もってご来場ください。●ご入場時の検温で高熱（37.5度以上）の方･症状のある方はご入場を

見合わせて頂きます。●会場内ではマスクをご着用ください。●ご入場前に手指消毒をお願い

します。●ブラボーの掛け声や、大声での会話はお控えください。●出演者への面会や花束、プ

レゼント等はご遠慮ください。●最新の情報は音楽祭HPまたは電話でお問い合わせください。

年末年始のお取り扱い｜みやまコンセール､宝山ホール､霧島市民会館におけるチケッ
トの窓口購入及び電話予約は､2020年12/28(月)～2021年1/4(月)まで休止させて
いただきます｡何卒ご了承ください。

■かごしまミューズ･クラブ：１公演につき､4枚まで10％OFF
※1/12(火)の公演は対象外です。

お問い合わせ:かごしまミューズ･クラブ事務局0995-78-8000

■霧島国際音楽祭友の会：期間中の会員特別割引あり。
※詳細は各友の会事務局へ。

2021年1/31（日） 13：30開場 14：00開演
会場：宝山ホール
出演：Realdeal Music Orchestra
チケット（全席自由）：大人1,000円　高校生以下500円
※チケット購入についてはお問い合わせください。

お問い合わせ：090-5380-2910（代表：大山）
ホームページ　http://www2.synapse.ne.jp/rmo/
Facebook　https://www.facebook.com/rmobook

主催：Realdeal Music Orchestra、（公財）鹿児島県文化振興財団

Realdeal Music
Orchestra 30周年記念
JAZZ LIVE（公開録音）

●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

12月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

催物 入場方法 □P …Pコード（チケットぴあ）
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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

122020

December

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）、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。

Event Calendar

ikoi
vol. 224

@open_air_museum
　鹿児島県霧島アートの森

開催日時／会場


