〒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

宝山ホール

●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）

（鹿児島県文化センター）

チケット
販売所

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）

Web
予約購入

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

＊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。

〒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

●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。

右記QRコードからもアクセス出来ます。

※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。

火
5/25●

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。

4月の催物

開演

6 火 イッツ・フォーリーズ
7 水 「おれたちは天使じゃない」

4/6

18：30 21：00

4/7

13：30 16：00

20 火 フォレスタコンサート in 鹿児島
27 火

終演

令和３年度鹿児島市民生委員児童委員
協議会総会及び合同研修会

木 ソナーポケット全国ツアー2021
29 ■
［祝日］「80億分の1〜with you〜」

入場方法

14：00 16：00

全席指定

13：00 16：30

入場無料

19：00 21：00 全席指定
（予定）

099-224-2888

宝山ホールご利用案内
■利用時間／9:00〜22:00
■会議室
（5室）

多目的に利用できる
施設です。皆様のご利用を
お待ちしております。

■リハーサル室
（1室）
吹奏楽や合唱、踊り
などの練習にご利用
できます。

定員各20〜100名の
会議室

※定員の超過、営利目的、
飲酒を伴う会合などには
ご利用できません。

ピアノ
（有料）
：スタインウェイ

■多目的ルーム
（1室）

■アート・ギャラリー

総 檜の板 張 。日本 舞
踊やフラダンス等の練
習にご利用できます。

土
5/15●

鹿児島市民生委員
児童委員協議会事務局

■入場料金
（全席指定）／S席9,500円

第9番 ハ長調Op.59-3「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 D.667「ます」、
リスト：ラ・カンパネラ

宝山プレゼンツ

＜対象＞練習・リハーサルのみの目的（本番を伴わない）での4月〜5月のホール利用者
＜会議室・多目的ルーム・第１リハーサル室＞
■お得意様割引プラン：ご利用金額5万円ごとに次回の施設利用料金を2,000円引き

日 10：30〜11：15
4/25●

■出演／又吉秀和(バリトン）
、池田佳代（うたとおはなし）、宝山室内アンサンブル
■曲目／G.ビゼー：カルメンメドレー

日曜の朝にカフェで音楽をお楽しみください。

●かごしまミューズ・クラブ会員先行予約
●一般発売

4月24日（土）10：00〜

マ・ナ〜ナ（宝山ホール2階） ■入場無料（要ワンオーダー）
■曲目
（予定）／G.フォーレ：組曲
「ドリー」
より子守唄、キティ・ワルツ、スペイン風の踊り
R.ラヴランド：ユー・レイズ・ミー・アップ ほか

事前申込による抽選制（定員：約20名まで）
申込期間：3/25［木］13：00〜4/11［日］17：00
■ 申込方法：①電話
（099-223-4221） ②メール
（oubo@houzanhall.com）
■

※メールは送信後3日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが、
宝山ホール
（099-223-4221）
までお電話ください。

③鑑賞人数

※抽選後、当選者のみご連絡を差し上げます。

次回は5月30日
（日）10：30〜11：15

〜旧石器時代から弥生時代の鹿児島〜

若葉Festival

アップルシート
（子ども招待席）応募方法
鹿児島県内の3歳から中学生200名様をご招待！

定員に達し次第
締め切り
※定員に達した際は
HPでお知らせします。

■応募資格 ・鹿児島県内の3歳から中学生
（公演日時点）

返信（裏）

返信（表）
郵 便 往 復 はがき

郵 便 往 復 はがき

892 081 6
往

信

鹿児島市山下町5-3
宝山ホール
「5/15ファミリー
コンサート
アップルシート」係

返

何も
記入しない
でください

信

往信
（裏）

■入場料金
（全席指定）／おとな1,500円

①当選通知先

④チケット引換方法の選択
（来館or郵送）

※本公演等で感染が確認された場合、
保健所等の公的機関に氏名および連絡先を提示する場合があります。
■当落結果／3月下旬以降、
返信ハガキまたはメールにてお知らせします。

＜〜お申込みにあたって〜＞
●別口でお申し込みまたはご購入の場合、お近くの席をお取りいたしかねます。●同伴者人数を調整さ
せていただく場合がございます。●同伴者のチケットは、当選者のチケット引換えの際に購入。●座席は
当方で指定。

高校生以下800円

※ 未就学児の入場・同伴はお断りいたします。 ※ 当日各200円増。

電話予約
Web先行発売

かごしまミューズ・クラブ会員

一般発売

4/4（日）10：00〜

4/11（日）13：00〜

4/10（土）10：00〜

窓口・プレイガイド

4/11（日）10：00〜

4/10（土）13：00〜

令和3年度かごしま夢舞台支援事業
公演団体募集！
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。
■公演内容／演劇、
舞踊、
ダンス、
ミュージカル、
オーケストラ、
吹奏楽、
合唱、
伝統芸能など
■公演時期／令和4年1月〜3月

※上記日程を基本としますが、
公演団体決定後、
ホールの空き日の中から団体と協議の上決定します。
※必要に応じて、1日ホールでのリハーサルが可能です。
※すでにホールの予約を入れている団体は対象外とします。
■公演条件／・有料公演であること。
入場料は公演団体に帰属します。

太古の森を歩く！
森さんぽ
7,500年前の縄文時代早期の植生を
再現した森を木の博士の解説を聞き
ながら歩きます。樹名板をつけて森
の木に親しみ、昼食を楽しみます。

（oubo@houzanhall.com）にて宝山ホールへ提出してください。
※応募申請書は宝山ホールホームページ(https://www.houzanhall.com/)からダウンロードできます。

事 前
申込み
募集中

■講師／元埋蔵文化財センター所長
（環境カウンセラー）寺田

仁志 氏

■定員／30人程度
（要事前申込み）
■場所／体験エリア、
体験広場

■参加料／500円
（一人）
（含昼食代）

土
5/15 ●

10：00〜12：00

考古学講座 第2回

■経費／公演に係るホール利用料、
附属設備等利用料
（照明費等）
は、
宝山ホールが負担し

ます。
上記以外の広告宣伝費、
人件費、
道具等の運搬費等は公演団体の負担となります。

所／展示館企画展示室

■資料代／展示館利用料金

考古学講座 第1回

応募締切

■応募方法／応募申請書に必要事項を御記入の上、
郵送もしくはメール

■場

土 10：00〜12：00
4/17●

5/16（日）
・おおむね200人以上の入場者が見込める団体。
必着
・著作権は公演団体により処理されていること。
・公演において生じた事故などの責任は公演団体に帰属します。

「5/15ファミリー
コンサート」希望

あなたの
（住所・氏名・電話番号）
ご住所・
②応募するお子様全員分の
氏名
氏名・年齢・学年
（当選通知先） ③同伴者全員の氏名・年齢

海はいつの時代も人との関わりが深い。鹿児島の
古代人と海との関わりを示す考古資料を展示し、
「モノ・技術・情報」の交流について紹介します。

※ 写真は昨年の公演の様子です。

各チケット発売

応募締切

4月25日（日）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

井ノ上綾香（ピアノ） 春田友里恵（ピアノ）

■場所／カフェ

②電話番号

こども（中学生以下）750円 親子ペア2,000円

チケット販売について

往信（表）

必要事項：①お名前

ほか

・当選通知受取後、指定期日内に宝山ホールでのチケット
（郵送対応有。詳細はホームページ参照）
引換に来館できる方。
■ 応募方法／オンライン
（右記QRコード）または、往復はがきにて
１通につきお子様5人分まで応募可。
オンライン申込QR

カフェ ミニ コンサート

※詳細は次号にてお知らせいたします。

海と活きた 古代人

0歳児から入場できて、親子で楽しめるコンサート

※3歳未満でも座席が必要な方はお申込みください。

カフェの開店時間は10：00〜

〜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〜

金 〜 4/4●
日 まで
3/12●

ファミリーコンサート

※詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

Cafe mi ni Co n c ert

ミニ
企画展

開場13：15 開演14：00

春休み企画

開演14：00

本公演はアップルシート（子ども招待席）当選者及びその同伴者様への優先販売公演で
す。ご希望の方は、下記応募方法によりお申込みください。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。

＜ホール＞

所／展示館ホール

■入場料／無料

ちびっ子集まれ！クラシックっていいな〜

※販売・契約目的の利用はできません。

■スプリング割引プラン：附属施設・設備等利用料金を無料

■場

チケット好評発売中

土
6/5●

※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。

お得な割引制度のご案内

B席5,500円

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

0985-20-7111

■入場料金
（全席指定）／おとな1,500円

絵画や写真・書道な
どの展示にご利用で
きます。

A席7,500円

霧島市の風景や色鮮やかな植物など
様々な切り絵を展示しています。

※ 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。

GAKUONユニティ・フェイス

6,800円

開場13：15

切り絵展

■曲目
（予定）／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲

099-221-5077

※（ ）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。

縄文の森
アートギャラリー
©Fuziko Hemming

0952-26-2351

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。

お知らせ

フジコ・ヘミング＆

九州労音

5,800円

E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jp

（250）円／高大生210
（160円）／小中生150円
（120円）／幼児無料
●入園料：一般320

日 14：00まで
開催中〜 3/21●

開場17：45 開演18：30

ウィーン・アーロン
カルテット

鹿児島市民劇場

2022年4月利用分のホール予約会は、
2021年4月1日
（木）
午前10時から、
川商ホール
（第2ホール）
で行います。

ホール予約会について

■

お問い合せ

全席自由 入会費2,000円
年会費2,400円
学生1,000円

URL:https://www.jomon-no-mori.jp

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

事 前
申込み
募集中

上野原遺跡を
めぐる火山

＜これまでの公演＞
鹿児島の考古学を語る上で欠かせない
火山。桜島や大規模噴火で知られる鬼
界カルデラをはじめ、上野原遺跡を取
り巻く火山やその活動について、フィー
ルドワークを交えながら解説します。

〔令和元年度〕

●演劇「父帰る」
〔令和2年度〕

●Realdeal Music Orchestra
30周年記念公開録音演奏会
●BLUE〜空にうたえば〜閉ざされた魔法の森

RMO30周年記念公開録音演奏会

■講

師／鹿児島大学 准教授
井村 隆介 氏
■定 員／50人程度
（要事前申込み）
■場 所／見学エリア、
展示館多目的ルーム
■資料代／100円

