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記念すべきピアソラ生誕100周年である

2021年、押さえておきたい公演ちぇろね！

ぼくも、アルゼンチンタンゴをたっぷり堪能

するちぇろ～みんなも遊びにきてちぇろ～♪

新年度コレクション展
［金］まで
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みやまコンセール
0995-78-8000

一般／500円
高校生以下／300円
※3歳以上入場可

21金 きりしま郷土芸能の夕べ 21：3020：30 （公社）霧島市観光協会
0995-78-2115

入場無料
※無観客公演の可能性あり。
　最新情報は、霧島市観光協会まで。

昨年9月みやまを熱狂の渦に巻き込んだ
バンドネオン奏者、三浦一馬。
その三浦一馬の呼びかけにより、日本クラ
シック界選りすぐりのソリストたちが立ち上
げた夢のオーケストラが、ピアソラ生誕100
年となる2021年をカッコよく飾ります。

■出演者／三浦一馬（バンドネオン）
石田泰尚、塩田脩、丹波洋輔
鈴木浩司、村井俊朗、那須田弦
田村昭博（ヴァイオリン）
生野正樹、鈴村大樹（ヴィオラ）
西谷牧人、門脇大樹（チェロ）
髙橋洋太（コントラバス）
山田武彦（ピアノ）
大坪純平（ギター）
石川智（ドラム・パーカッション）

熱い男たちによる
熱狂のピアソラ
― Un Tributo a Piazzolla ―

屋内収蔵作品43点の中から精選した
作品約20点を展示しています。

九 州 初 上 陸 東京グランド・ソロイスツ
6
6

［日］
開演14：00　終演16：00

■入場料金（全席指定）／
一般4,500円　学生2,000円

かごしまミューズ・クラブ会員

Web
先行発売 5/8（土）13：00～

電話予約
5/8（土）10：00～
※先行予約受付は、
　みやまコンセールのみ。

＃

ニキ・ド・サンファル
《青色のドーン》1995年

村上 隆
《フィジカル・パイ》1992年

アー・シャン
《チャイナ・チャイナ・シリーズ
胸像no.47》1999年

ドーンとは作家本人のひ孫の女の
子の名前です。女性賛歌、女性の生
き様などを一貫して主張してきた
「ナナ」シリーズという作品群の一
つで、「ナナ」とは、女の子や女とい
う意味で親しみを込めて使われる
フランス人の愛称でもあります。ボ
リュームのある体型や躍動感あふ
れる姿、カラフルな色などに注目し
てください。

50の作品からなるシリーズの一つ
で、自分の妻をモデルにして中国の
伝統文化である景徳鎮の技法でつ
くられたものです。
現代的な手法を避けて、あえて伝統
的な方法で制作することにより、中
国文化と西洋美術との融合を表現
しようとしています。精緻で細やか
な上絵付けには作家のどのような
情熱が表れているでしょうか。

重ねられた丸い形の運動マット、ボーリン
グ球などを材料にしてパイに見立ててい
ます。一見平和的で健康的でもあるこの
作品は、日本の教育のはらむ危険性、それ
を土壌として生み出される大衆文化の持

つある種の凶暴性などを表し
ています。重い全体を支
える脆弱そうな脚、本
体の自由を制限する
か のよう な ワイ
ヤーにも注目して
みてください。

県内の美術教師やアーティストを講師に招き、創作体験を楽しんでいただくプログ
ラム「発見楽しみ工房」。毎回、子どもから大人まで様々な年代の方が参加し、講師の
丁寧な指導のもと、時間いっぱい制作する姿が見られます。2021年度も多彩なプロ
グラムで皆様をお待ちしています。どうぞお気軽にご参加ください。

のご案内
2021年度の予定

5/4（火・祝）
5/5（水・祝）
7/24（土）
7/31（土）
8/21（土）
8/22（日）

「玉石アートにチャレンジしよう」講師：石原琢二郎（さつま町立宮之城中学校）
「フロッタージュでオリジナルキャラクターをつくろう」講師：矢野佑輔（霧島アートの森学芸員）
「ペットボトルでランプシェードをつくろう」講師：岩﨑美紀（霧島市立牧園中学校）
「オリジナルフォトフレームをつくろう」講師：繁昌絵美（鹿児島県立鹿屋高等学校）
「モダンテクニックを楽しもう」講師：福島幸太郎（鹿児島大学教育学部附属特別支援学校）
「ねぷた絵の技法でミニランプを作ろう」講師：渡邊忍（南九州市立知覧小学校）

■定　員／15人程度（電話＜0995-74-5945＞でお申し込みください。）
■時　間／13：30から２時間程度
■材料費／200円（別途入園料が必要）
※詳しくは電話にてお問い合わせいただくか、本館ホームページ等を
ご覧ください。※コロナ感染症対策を講じながら実施します。2020年度の講座の様子

2021年度
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follow me♪

コンサートの裏側や最新情報などを、
チェロまろが楽しくお届け中です。

twitter Facebook Instagram

Youtube公式チャンネル

SNSやっています！

聴き
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Concert
Information

一般発売

Web
先行発売 5/9（日）10：00～

電話予約 5/9（日）13：00～

窓口・プレイガイド

5/9（日）10：00～

東京グランド・ソロイスツの聴きどころについて、

担当さんにインタビューするちぇろ！

ざっくりとどんな内容ちぇろ？

ＴＨＥ男祭り！！夢のようなタンゴ・

オーケストラのコンサートです。
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今勢いのあるオーケストラちぇろ～生誕100周

年のピアソラはどんな作曲家ちぇろ？

気になるちぇろ～どんなオーケストラちぇろ？

アルゼンチン・タンゴに革命を起こした、20世紀で最

高の作曲家のひとりと評され、タンゴの枠を超えて

世界中で演奏されている演奏家だよ！楽曲の世界観

は、熱いリズムが情熱的、かつ繊細で美しい旋律だよ。

日本で最も輝くバンドネオン奏者、三浦一馬が率いる

夢のアンサンブルです。

硬派弦楽アンサンブル「石田組」でおなじみ、石田泰

尚（Ｖｎ）をコンサートマスターに擁し、巨匠アストル・ピアソラの音

楽精神を受け継ぎ、伝統を守りつつもオリジナリティを組み入れ、

常に新しい音楽を表現しています。2017年の立ち上げ公演、

2018年の第2回公演もチケット完売という快挙を達成。九州公演

はみやまコンセールが初！！です。ピアソラの楽曲を演奏するよ！

5月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

●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

〒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。 右記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。

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。

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。　※正面玄関は開演1時間前、ホールは開演30分前に開場いたします。

@open_air_museum
　鹿児島県霧島アートの森

JR　
日当山駅

JR隼人駅

日豊本線

隼人東IC 国分IC

JR
国分駅 60

472

東九州自動車道

錦 江 湾

223

220

504

10

10

（鹿児島県文化センター）
TEL.099-223-4221

P

P

照国神社 西郷隆盛銅像

中央公園

西本願寺別院 東郵便局

山形屋

鹿児島
市役所

市役所前電停

朝日通り電停

裁判所
中央公民館

名山小学校

南日本
　銀行

市立美術館
県立
図書館 黎明館

博物館

★

3 10

▲

▲

霧島温泉駅

韓国岳

大浪池霧島温泉郷

日豊
本線

丸尾
柳平

牧園総合支所

霧島神宮
九
州
自
動
車
道

霧島アートの森栗野IC

横川IC

新川渓谷温泉郷

223

223

溝辺鹿児島空港IC
霧島神宮駅

国分駅

九州自
動車道

栗野駅

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

く
り
の
郷

栗野工業
高校跡

…案内看板

心光寺 栗
野
岳

温
泉

丸
尾

栗野I.C.

湧
水
町

　役
場

栗野中

223

268

霧島自然
ふれあい
センター

みやま
コンセール

栗野岳
レクリエーション村

高千穂峰

高千穂
河原

交通アクセス　※QRコードより各施設ホームページ・フェイスブック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

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♪
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Youtube公式チャンネル


