
Miyama Conseru

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。 開催中～2021.3/7●日 まで

ホール
予約会に
ついて

2022年1月利用分のホール予約会は、2021年1月6日（水）宝山ホール（会議室）にて行います。※利用を希望するホールによって開始時間が異なりますのでご注意ください。
●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

年末年始の
開館について

2020年12月31日（木）～2021年1月4日（月）は休館いたします。
●年内は12月30日（水）19時まで開館いたします。　●年明けは1月5日（火）より通常通り開館いたします。

8 金
第41回
霧島国際
音楽祭

藤田真央ピアノ・リサイタル 15：3013：30
（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

全席指定 一般4,000円
 高校生以下2,500円

11
［祝日］
■月 第5回　　　 さ　と
川畠成道故郷がえりニューイヤーコンサート

15：3013：30
川畠成道鹿児島後援会
099-252-1378

全席指定 5,000円
学生（小～大）半額

19 火 市川由紀乃コンサート2020 16：00
20：00

14：00
18：00

（株）鈴木企画
099-258-6360

全席指定 S席5,500円
 A席4,500円

24■日 第104回定期演奏会 16：0014：00
鹿児島大学学友会管弦楽団（岩永）
070-2393-0259

全席自由
前売800円（高校生以下400円）
当日1,000円（高校生以下600円）

31■日
かごしま夢舞台支援事業

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

16：0014：00
Realdeal Music Orchestra
（代表 大山）

090-5380-2910

全席自由 大人1,000円
 高校生以下500円

鈴木雅明指揮

バッハ・コレギウム・ジャパン
21：0019：00 全席指定 一般5,500円

 高校生以下4,000円

お知らせ

森山良子コンサートツアー
2020～2021中止のお知らせ
2021年1/10（日）に開催予定の「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。

令和２年度かごしま夢舞台支援事業
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。

人はいつの時代も海と深いかかわりを
もって生活している。
　種子島に所在する立切遺跡（中種子町）
や横峯Ｃ遺跡（南種子町）の発掘調査成果
から、古代人は約３万５千年前には鹿児島
で生活をしていたことがわかってきてお
り、その渡来については海とのかかわりを
指摘する考えもある。
　また、縄文時代から形成される貝塚の出
土品から、海の恩恵を受け海とともに活きていることもわかってきた。
　さらに、新潟産ヒスイ製の装飾品が県内の遺跡から出土していることなどか
ら、私たちの想像をはるかに越える遠い場所との交流を行っていたこともわかっ
てきた。今回の企画展では、古代人と海とのかかわりに焦点を当て、関連する旧石
器時代から弥生時代の考古資料を紹介する。

■場所／展示館企画展示室　　■入場料／展示館利用料金

第５９回企画展

海と活きた古代人
～旧石器時代から
　弥生時代の鹿児島～

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

2021.1/23●土 10：00～
14：00

節分にちなんだ工作やおい
しい恵方巻きを作ります。

■場所／体験広場
■定員／50人程度　　■昼食代等／400円（一人）

第59回企画展

講演会

2021.1/16●土　10：00～12：00

■講師／稲田孝司氏（岡山大学名誉教授）、木下尚子氏（熊本大学名誉教授）
■場所／霧島市国分シビックセンター 多目的ホール
■定員／100人程度　　■資料代／100円

2021.2/6●土　10：00～11：30

長年、県内の発掘調査に携わり、文化財の一線で活躍し続けた
講師が県内を代表する遺跡や発掘調査のエピソードを交えな
がら、鹿児島県の縄文時代について解説します。

鹿児島の
縄文研究
最前線

■講師／県立埋蔵文化財センター 所長　前迫亮一氏
■場所／展示館多目的ルーム　　■定員／30人程度　　■資料代／100円

節分を楽しもう
どんぐりイベント

次回は2021年2月28日（日）
10：30～11：15

加治屋園子
（ソプラノ）

松永愛
（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（12/20［日］13：00～電話受付開始）
■曲目／山田耕筰作曲、三木露風編曲：赤とんぼ、G.ロッシーニ作曲：La promessa（約束）
（予定） A.スクリャービン作曲：12の練習曲より第12番「悲愴」作品8-12　ほか

2021.1/24●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

アーティストバンク登録
オーディション参加者募集
本県にゆかりがあり、これからの活躍が期待される優秀な若手
芸術家をアーティストバンクに登録し、その芸術・文化活動を
支援します。
■オーディション開催日／2021年2月23日（火・祝）※オーディションは一般公開します。

＜アーティストバンク登録について＞

■登録期間／3年間　　　■登録料／3,000円（3年間）
■登録者への支援
・アーティストバンクホームページでプロフィールを紹介します。
・公演開催、講習会参加、コンクール出場について、費用の一部を助成します。（条件あり）
・財団主催のコンサートやワークショップ等のイベントに出演する機会があります。　ほか

■部門

【音楽部門】　演奏による審査（8分以内）　次の①または②を選択
①クラシック音楽の演奏
（ピアノ・声楽・木管楽器・金管楽器・弦楽器（ハープ・ギター可）・打楽器・作曲）
②邦楽の演奏（曲目は演奏する楽器のために作曲された曲の演奏）
※①、②ともに個人またはアンサンブルでの応募は可。重複した登録はできません。

【舞踊部門】　舞踊による審査（５分以内）
音源が必要な場合には、各自でご準備ください。CDラジカセで
再生できるものに限ります。オーディションは素舞台となります
ので、準備するものがある場合には、事前にご相談ください。

【演劇部門】　表現と朗読による審査（５分以内）

■参加費／無料
■応募資格　・県内出身者または主な活動拠点が鹿児島にある方。

・年齢はオーディション時に20歳以上40歳未満の方。
■申込方法／申込用紙に必要事項をご記入の上、楽譜、音源とあわせて2021年

1月22日（金）（※必着）までにお申し込みください。（郵送可）
※応募用紙はHPからもダウンロードできます。

応募締切

2021.1/22
●金 必着

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。

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

藤田真央ピアノ・リサイタル

霧島国際音楽祭

2021.1/8●金 開場12：45
開演13：30

2021.1/5●火～12●火 

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

■曲目／W.A.モーツァルト：ピアノ・ソナタ　第6番 ニ長調K.284「デュルニツ」
 W.A.モーツァルト：ピアノ・ソナタ　第9番 ニ長調K.311　ほか

■曲目（予定）／リスト：ラ・カンパネラ、モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調　ほか

※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。

第41回

世界が賞賛する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。

バッハ・コレギウム・
ジャパン（20人編成）

2021.1/8●金 開場18：15
開演19：00

宝山ホール自主文化事業

フジコ・ヘミング＆
ウィーン・アーロン弦楽四重奏団

2021.5/25●火 開場17：45
開演18：30

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

2021.1/31●日 開場13：30
開演14：00

■入場料金（全席指定）／一般5,500円　高校生以下4,000円

■出演／鈴木雅明（指揮）、バッハ・コレギウム・ジャパン（20人編成）
■曲目／J.S.バッハ：管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWV1069
 J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050　ほか

■出演／Realdeal Music Orchestra

■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（中高生は受付で生徒手帳・学生証提示で無料）
■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

※当初2020年3/27
に開催を予定してお
りましたが、新型コ
ロナウイルス感染予
防のため、再延期と
なりました。

BLUE～空にうたえば～
閉ざされた魔法の森

2021.2/27●土 開場15：00
開演15：30
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■入場料金（全席指定）／S席9,500円　A席7,500円　B席5,500円
※ 本公演につきましては、かごしまミューズ・クラブ会員様の割引価格での販売は適用外となります。

■主催／（公財）鹿児島県文化振興財団、ＫＴＳ鹿児島テレビ、株式会社コンサート・ドアーズ

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

1/23（土）10：00～
1/30（土）10：00～

1/31（日）10：00～
1/30（土）13：00～
1/31（日）13：00～

一般発売

12/30（水）～2021.1/1（金）
年末年始の休園日のお知らせ
休園日

考古学
講　座
第５回上野耕平

サクソフォン・リサイタル
2021.3.7 sun

開演14：00

2021.2.14 sun

開演14：00
進史絵（オーボエ）、𠮷澤レイモンド武尊（サクソフォン）

ＲＩＫＫＩ、永志保（島唄、蛇味線）、伊地知元子（編曲、ピアノ）

崎山智華（ソプラノ）、藤朋美（メゾソプラノ）、盛山春樹（ピアノ）

結
コンサート

YUI

第11回みやまスペシャルコンサート

この男、ただ者ではない！

新時代のサクソフォニスト

鈴木雅明
指　　揮

チケット
好　評
発売中

みやまコンセール 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

●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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1月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ


