
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。 1/16●土～5/14●金 まで

ホール
予約会に
ついて

2022年2月利用分のホール予約会は、2021年2月1日（月）宝山ホール（会議室）で行います。※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

7■日 第52回 昭和幼稚園「よいこの発表会」 16：0013：00
昭和幼稚園
099-254-2082入場無料

入場無料

9
10

火

水
市民劇場２月例会　東演「マクベス」

21：15

16：15

18：30

13：30

2/9

2/10

鹿児島市民劇場
099-224-2888

入会費2,000円
会費2,400円（学生1,000円）

14■日 唐湊幼稚園音楽の祭典
第53回なかよし音楽会

15：3013：00
唐湊幼稚園
099-252-8244

要事前申込23
［祝日］
■火 アーティストバンク登録オーディション

未定
※お問い合わせ
ください

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

20 土
サムライ・ロック・オーケストラ2020
鹿児島公演
Newアメージング・モモタロウ

19：3017：30
（株）サムライ・ロック・オーケストラ
045-444-9712

全席指定
S席 大人6,500円
 子ども4,500円

27 土
かごしま夢舞台支援事業

市民参加型音楽劇 BLUE～空にうたえば～
17：00
（予定）

15：30 市民参加型音楽劇
ソラウタ実行委員会
080-5172-3955

全席自由
大学・一般1,000円
(子ども２人まで無料)

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)

お知らせ

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。

鹿児島県出身及び県内在住の新人音
楽家が一堂に会し、日頃の練習の成果
を披露する第37回鹿児島新人演奏会
が開催されます。

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

河口コレクション紹介コーナー

「標式遺跡
シリーズⅣ」

事　前
申込み
募集中

事　前
申込み
募集中

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）

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。

考古学講座第５回

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／50人程度
■資料代／100円

節分を
楽しもう

どんぐりイベント

事　前
申込み
募集中

3/20●土　10：00～14：00

折り紙遊びやアウトドア料理
をしてみんなでふれあいます。

■場所／体験広場
■定員／50人程度
■昼食代等／400円（一人）

ふれあい体験
どんぐりイベント

次回は3月21日（日）10：30～11：15

平田博子（ピアノ） 黒木由香（フルート）

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（1/24［日］13：00～電話受付開始）
■曲目（予定）／Ｇ．フォーレ：子守歌、Ｆ．リスト：愛の夢、サン＝サーンス：ロマンス　ほか

2/28●日 10：30～11：15
カフェの開店時間は10：00～

カフェ コンサートミニ

アーティストバンク登録
オーディション鑑賞のご案内
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。
令和3年度に登録するアーティストのオーディションを一般公開します。

0歳児から入場できて、親子で楽しめるコンサート

■部門／【音楽部門】【舞踊部門】【演劇部門】　■鑑賞料／無料（要事前申込）
■定員／50名（先着順　定員に達し次第締め切らせていただきます。）
※未就学児の入場・同伴はお断りします。

■申込方法／メール（info@houzanhall.com）またはFAX（099-223-2503）にて
 代表者氏名、住所、年齢、電話番号、メールアドレスまたはFAX番号、
 希望人数、件名に「オーディション鑑賞申込」と記入してください。
※詳細については、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。

申込締切

2/7●日
 必着

■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（予定）／
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調

「ラズモフスキー第3番」
シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調 「ます」
リスト：ラ・カンパネラ ©Julia Wesely

©Fuziko Hemming

フジコ・
ヘミング＆
ウィーン・アーロン
カルテット

5/25●火

オーディション開催日：2/23●火●祝

開場17：45
開演18：30

■出演／宝山室内アンサンブル　ほか

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

5/15●土 開場13：15
開演14：00

第37回

鹿児島新人演奏会

3/28●日 開場12：30
開演13：00

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

1/31●日 開場13：30
開演14：00

■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

2/27●土 開場15：00
開演15：30

■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

■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には有料。
※詳細は、次号以降でお知らせします。

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

2021.3.7 sun
開演14：00

この男、ただ者ではない！
新時代のサクソフォニスト

■場所／展示館常設展示室
■入場料／展示館利用料金

オニは〜

そと〜

■入場料金（全席自由）／高校生以上600円　小・中学生300円
■お問い合わせ／鹿児島新人演奏会事務局　099-813-5052（南日本新聞社事業部）

芸術文化活動支援助成金のご案内

県内の幅広い芸術文化活動の振興に資することを目的
として、自主的かつ創造性豊かな音楽・舞踊・演劇・美術・
文芸・その他の文化活動を行っている、県内の広域的な
芸術文化団体に対し、助成金を交付いたします。
■応募方法／応募用紙に必要事項を記入の上、2/26（金）までに提出してください。（郵送可）
※応募用紙については、HPからもダウンロードできます。詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

KOHEI UENO SAXOPHONE RECITAL

申込締切

2/26●金
（郵送可）

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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