
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）
■曲目（予定）／松岡竜大：lacan

松岡竜大：Heartbeat in the dream.
ドビュッシー：映像第1集より＜水の反映＞　ほか

事前申込による抽選制（定員：約20名まで）

■ 申込期間：6/25［金］13：00～7/11［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。
■ 必要事項：①お名前 ②電話番号 ③鑑賞人数 ※抽選後、当選者のみご連絡を差し上げます。

松岡 竜大
（ギター）

折田 夏菜
（ピアノ）

千住真理子
（ヴァイオリン）

山洞智
（ピアノ）

次回は8月22日（日）10:30～11:15

カフェ
Cafe mini

コンサート
Concert

ミニ

開場13：15　開演14：00

上野原縄文の森の体験学習館では、縄文の人たち
の知恵や工夫に気づく体験活動を「いつでも」楽し
める場として、活用され多くの方に親しまれていま
す。今回の企画展では、縄文生活体験活動に焦点を
当て、その成り立ちや歴史的意義を学ぶことをテー
マに、関連する考古資料などを展示して紹介します。

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。

ホール予約会について 2022年7月利用分のホール予約会は、2021年7月1日（木）午前10時から、川商ホール（鹿児島市民文化ホール）4階市民ホールで行います。

3 土
STREET DANCE STUDIO JAM
第15回発表会

20：3015：30 ストリートダンススタジオJAM
099-297-6159全席自由2,500円

関係者のみ

関係者のみ
※感染症対策として無観客で行います。

全席指定8,800円

4■日 上白石萌音 『yattokosa』Tour 2021 未定18：00 （株）キョードー西日本
0570-09-2424

全席指定 一般チケット7,300円
 学割チケット5,500円

全席自由 一般800円
 高校生以下400円

未就学児無料
※当日各200円増し

8 木 校内合唱コンクール 16：1010：00 城西中学校
099-254-9148

19 月
masayuki suzuki
taste of martini tour2020/21
～ALL TIME ROCK ’N’ ROLL～

未定18：30 （株）キョードー西日本
0570-09-2424

全席指定 S席6,500円
 A席4,500円
 A席（U-25）3,000円

28 水 第42回霧島国際音楽祭2021

キリシマ祝祭管弦楽団公演
21：0019：00

16：3014：00

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

関係者のみ（要整理券）
※コロナの状況に応じて、一般への
　整理券配布を行う可能性があります。

31土 鹿児島県立武岡台高等学校芸術祭
吹奏楽部・合唱部　第26回定期演奏会

鹿児島県立武岡台高等学校
（担当　濱田）
099-281-5233

21
22
23

水

■木
■金

第55回鹿児島県中学校音楽コンクール
「夏の祭典」

県中音研事務局 総務部
（甲東中学校　木場）
099-224-7401

10 土 第105回定期演奏会 16：0014：00 鹿児島大学学友会管弦楽団
kadaioke0722@gmail.com

全席指定 6,000円（税込）
※未就学児入場不可18■日

博多・天神落語まつりプレイベント

秋まで待てない落語会　鹿児島公演
16：20
（予定）

14：00 鹿児島音協
099-226-3465

全席指定 一般3,000円
 高校生以下1,500円17 土

第42回霧島国際音楽祭2021「宝山ホール祭り」

①夏休みファミリー・コンサート

「動物の謝肉祭」+2台ピアノ「魔法使いの弟子」

13：0011：00
（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

全席指定 一般3,000円
 高校生以下1,500円②管の祭典～吹奏楽の神が集う！ 18：0016：00

18：309：30

■場　所／展示館企画展示室　　■入場料／展示館利用料金

■場　所／展示館常設展示室
■入場料／展示館利用料金

吹奏楽コンクール 鹿児島県代表校
応援コンサート

8
13

［金］

九州吹奏楽コンクールに出場する鹿児島県代表校を応援しよう！
■演奏団体／7月26日（月）・27日（火）に行われる県吹奏楽コンクールにおいて、

3校が決定します。ご期待ください！！

鈴木優人が満を持して祝祭管デビュー。
「未完成」「ベト７」上原彩子の「皇帝」が
一夜で聴ける贅沢。

■入場料金（全席指定）／一般3,000円　高校生以下1,500円
※2公演同じ席でお楽しみいただけるセット券あり。（6月末までの限定販売。売切次第終了）

　一般5,000円　高校生以下2,500円※未就学児の入場・同伴はお断りします。※入場料金は2公演共通。
■入場料金（全席指定）／S席6,500円　A席4,500円　A席（U-25）3,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。

チケット好評発売中

河口コレクション
紹介コーナー

山ノ口遺跡
9
17

7
25

［日］

10：30～11：15　カフェの開店時間は10：00～

宝山ホール祭り7
17［土］

鈴木優人指揮

キリシマ祝祭
管弦楽団公演

7
28

オールスターメンバーで贈る、語り付き「動物の謝肉祭」は、
子どもから大人まで大満足のコンサート
■曲目（予定）／P.デュカス：魔法使いの弟子

サン＝サーンス：動物の謝肉祭（語りつき）　ほか
■出演／上野星矢（フルート）、吉田誠（クラリネット）、青柳晋（ピアノ）

小井土文哉（ピアノ）、カルテット・アマービレ　ほか

■出演／鈴木優人（指揮）、上原彩子（ピアノ）、キリシマ祝祭管弦楽団
■曲目／F.シューベルト：交響曲 第8番 ロ短調 D759「未完成」

L.v.ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」
L.v.ベートーヴェン：交響曲 第７番 イ長調 Op.92

夏休みファミリー・コンサート
「動物の謝肉祭」＋２台ピアノ「魔法使いの弟子」 

名手！上野星矢・上野耕平・吉田誠が勢揃い。
管楽器のソロ＋吹奏楽三昧の音楽の祭典
■曲目（予定）／G.ビゼー：オペラ「カルメン」より間奏曲

G.ビゼー：カルメン・ファンタジー（上野星矢／内門卓也編）　ほか

管の祭典～吹奏楽の神が集う！

開演

11：00

開演

16：00

開場18：15　開演19：00（18：50～プレトーク）

［水］

開催中▶

［金］まで

第60回企画展

どうして？！

縄文体験
～縄文時代の
暮らしを学ぼう～

7
4

開催中▶

［日］まで

県内で出土した墨書土器をはじめとする文字
資料から、古代の鹿児島県の様相について、最
新の研究成果を交えながら、解説します。

■講　師／ラ・サール学園 教諭　永山 修一 氏
■定　員／50人程度
■場　所／展示館多目的ルーム
■参加料／100円

考古学講座 第３回

文字から見る鹿児島の古代
7
4

［日］

10：00～11：30

粘土を使って、縄文土器作りに挑戦しよう！（完成した土器
のお渡しは、乾燥させて焼成した約２週間後です。）

■定　員／体験者1人とその保護者1人を１組として15組
※体験者は小学3年生以上に限る。

■場　所／体験学習館　■参加料／500円

つくってドキどき体験第２回

縄文土器を作ろう
7
22

［木・祝］

10：00～12：00

©Marco Borggrve

©鍋島徳恭

©武藤章 ©Marco Borggreve

©武藤 章

要事前
申込み
募集中

要事前
申込み
募集中

要事前申込み
募集中

7月8日（木）締切。
※応募多数の場合は抽選

竹でオリジナルの箸や器を作って、
流しそうめんを楽しみませんか？

■定　員／50人程度
■場　所／体験広場
■参加料／400円（一人）

どんぐりイベント

本格派流しそうめん＆工作
7
24

［土］

10：00～14：00

真夏の祭典
音楽のチカラ！！

電話予約

Web先行発売

窓口・プレイガイド

チケット発売 かごしまミューズ・クラブ会員

7/4（日）10：00～
7/10（土）10：00～

7/11（日）10：00～

7/11（日）13：00～
7/10（土）13：00～

一般発売

■入場料金（全席自由）／一般 2,500円　高校生以下 1,500円
※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。

開場13：30　開演14：00

宝山
プレゼンツ 千住真理子

ヴァイオリン・リサイタル

10
24

［日］

幻の名器・ストラディヴァリウス
「デュランティ」と運命的な出会いを
果たした千住真理子が奏でる名曲の数 ！々
■曲目／J.S.バッハ/グノー：アヴェ・マリア

成田為三/千住明：浜辺の歌　ほか

10：30～15：30

8
28・29
［土］・［日］

みやまコンセールが！霧島アートの森が！上野原縄文の森が！
埋蔵文化財調査センターが！宝山ホールに集結！
それぞれの施設をプチ体験。宝山ホールで１日あそぼう♪
■入場無料　　※詳細は次号にて！

電話予約

Web先行発売

窓口・プレイガイド

チケット発売 かごしまミューズ・クラブ会員

7/4（日）10：00～
7/10（土）10：00～

7/11（日）10：00～

7/11（日）13：00～
7/10（土）13：00～

一般発売

■入場料金（全席指定）／一般 3,500円　U-25 2,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。　※当日各500円増

20212021

©Kiyotaka Saito（SCOPE）

第42回

2021.7/15■木 ～8/1■日
［会場］ 霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）［主会場］
 宝山ホール、川商ホール（鹿児島市民文化ホール）　ほか
主催／鹿児島県、（公財）ジェスク音楽文化振興会、（公財）鹿児島県文化振興財団 

音楽監督：堤 剛

鹿
児
島

鈴木優人 指揮

キリシマ祝祭管弦楽団公演
鈴木優人が満を持して祝祭管デビュー！
「未完成」「ベト７」上原彩子の「皇帝」が
一夜で聴ける贅沢

2021年7.28［水］
開場 １８：15　開演 １９：００（プレトーク １８：50～）

F.シューベルト／
交響曲 第８番 ロ短調 D759「未完成」
L.v.ベートーヴェン／
ピアノ協奏曲 第５番 変ホ長調 Op.73「皇帝」
L.v.ベートーヴェン／
交響曲 第７番 イ長調 Op.92
※曲目・曲順が変更になる場合がございます。

今
年も

配信予
定

オンライン・
コンサート

霧島国際音楽祭
Channel

霧島国際音楽祭

演奏
曲目

日時

☎099-223-4221

会場・お問い合わせ

宝山ホール〈主　催〉　　　　　　　　

〈協　賛〉　

〈後　援〉　南日本新聞社、鹿児島市、鹿児島市教育委員会

第42回

©Ken Murakami

※写真は過去の公演の様子です。

第42回

7月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event
Calendar

ikoi
vol.231

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌

072021

上
野
原
縄
文
の
森U

en
o

h
ara jo

m
o

n
 n

o
 m

o
ri

霧
島
ア
ー
ト
の
森K

irish
im

a o
p

en
-air m

u
seu

m

〒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 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。

●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.jp

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。
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、お問い合わせください。

@houzanhall
宝山ホール

Youtube公式チャンネル

@jomonnomori 上野原縄文の森
Youtube公式チャンネル
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写真提供：ジェスク音楽文化振興会

石野 真穂（ピアノ） 新年度
コレクション展［金］まで

開催中▶
7
2

特別企画展

「岡本仁が考える
楽しい編集って何だ？」

［日］まで

▶

9
12

［金］

7
16

1
8
14

木

木

水

157/

8/

木

14：30

16：00

11：30

21：30

13：30

15：00

10：30

7/1

7/8

7/14

みやまコンセール
0995-78-8000

全席自由 一般／500円
 高校生以下／300円
※3歳から入場可

2 金 霧島郷土芸能の夕べ 20：30 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。
　最新情報は主催：霧島市観光協会まで。

ミニ・コンサート

■会場／アートホール
＊入園料のみで
　ご覧いただけます。

■観覧料　一般:800（600）円
高大生:600（400）円
小中生:400（300）円　（　）内は前売り又は20人以上の団体料金

■主催／鹿児島県文化振興財団、南日本新聞社、ＭＢＣ南日本放送、ＫＴＳ鹿児島テレビ
■協力／湧水町、霧島山麓湧水町観光協会、第一交通産業株式会社
■特別協賛／トヨタカローラ鹿児島株式会社

＊前売券販売所等の情報は6/23以降
　ホームページにてお知らせします。

　（1） オープニングセレモニー・アーティストトーク　7/16（金）14：00～

　（2） トークイベント（各日14：00～15：30）
　　　 7/17（土） ブルータス編集長 西田善太・
  ランドスケーププロダクツ 中原慎一郎×岡本仁

 8/7（土） フードエッセイスト 平野紗季子×岡本仁

 8/14（土） まんが家・コラムニスト 渋谷直角×岡本仁

　（3） フリーペーパー（ハンドアウト）の配布

　（4） ポップアップストアの展開　ほか

＊イベントの詳細は決まり次第ホームページ等で告知します。

90年代から現在に至るまで時代が希求す
る「面白いものやこと」を紹介し、流行や文
化へと繋がる価値を創出し提供してきた
編集者 岡本仁の展覧会を開催します。
岡本は、2010年に編著『ぼくの鹿児島案
内』で日々の何気ない事象を取り上げ、社
会に根付いた価値あるものの発見を私た
ちに促してきました。
本展は、まるで雑誌のページをめくるよう
な構成で、手掛ける編集物や関連アーティ
ストの作品などを展示し、ものや話題を集
めて選んで編む「編集」のプロセスについ
て紹介します。また、岡本がワークショップ
等をとおして出会った新たな才能や、これ
からの人生にとって必要なもの・ことにつ
いて提案します。

みやまふれあいコンサート

ジェームズ・タレル
《NHK-lite》1998年

ホームページ

ホームページ

ホームページ

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

ホームページ 光をテーマにした屋内インスタ
レーション（設置芸術）で、マグネト
ロン・シリーズ（真空管シリーズ）と
題された代表作の一つです。テレ
ビモニターの映像、つまり人工の
光を向かい合う壁に反射させ、さ
らにその向かい合う壁に開けたテ
レビ画面の形をした開口部から、もれる光のみを
見る仕組みになっています。しばらく見ていると、
光とそれを包む空間とがもたらす不思議な感覚
にとらわれていくのが分かります。鑑賞者に対す
る体感的な印象をねらった作品で、日本の公共放
送の番組のイメージが作品の根底にはあります。

■演奏予定曲／プッチーニ：「トゥーランドット」より、“誰も寝てはならぬ” 
プッチーニ：「ジャンニ・スキッキ」より、“わたしのお父さん”
ヴェルディ：「椿姫」より、“乾杯の歌”　　ほか

7/19（月）
19：00開演

今年は、天城町、さつま町、阿久根市にて
「みやまふれあいコンサート」を開催!!
ソプラノとテノールによる名曲の数々を
楽しいトークと共にお届けします。どうぞお楽しみに！

あなたの町に音楽祭がやってくる！！

真夏の祭典
音楽のチカラ！！

みやまふれあいコンサート in 天城
会場：天城町防災センター(0997-85-4729)

入場無料

入場無料

一般・高校生／500円
中学生以下／無料

開催日 公演名／会場 入場料

7/21（水）
19：00開演

みやまふれあいコンサート in さつま
会場：宮之城文化センタ－(0996-53-1732)

7/23（金・祝）
14：00開演

みやまふれあいコンサート in 阿久根
会場：阿久根市民交流センター(0996-72-1051)

霧島国際音楽祭 オンライン・イベント

開催日 開演 会場公演名

YouTube

17 土
11：00

18：00

宝山ホール祭り①夏休みファミリー・コンサート　超豪華メンバー！「動物の謝肉祭」+2台ピアノ「魔法使いの弟子」
宝山ホール

18 日 14：00 ピアノ！ピアノ！！ピアノ！！！ ザ・ベスト・オブ・ショパン みやまコンセール

19 月 19：00 ふれあいコンサート in 天城 天城町防災センター（徳之島）

21水 19：00 ふれあいコンサート in さつま

★臨時バスあり★

宮之城文化センター

27 火 9：30 ［オープン・レッスン］チェロクラス みやまコンセール（小ホール）

28 水 19：00 宝山ホール

22 木・祝 14：00 堤剛・鈴木優人デュオ＆名手たちの饗宴　フルート・トリオ、カルテット みやまコンセール

20 火
13：00 湧水町アフタヌーン・コンサート 湧水町いきいきセンターくりの郷

19：00 鈴木雅明指揮　バッハ・コレギウム・ジャパン 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第2ホール

17：30 霧島国際音楽祭連携事業　第55回MBCユースオーケストラ定期演奏会（予定） 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第1ホール

23 金・祝
9：30 ［オープン・レッスン］室内楽クラス みやまコンセール（小ホール）

風テラスあくね

14：00 山下洋輔クラシック meets JAZZ 

鈴木優人指揮　キリシマ祝祭管弦楽団

霧島市民会館

みやまコンセール（小ホール）

みやまコンセール

14：00 ふれあいコンサート in 阿久根

25 日

13：00 音楽の散歩②チェロ・オーケストラ

音楽の散歩③若き才能が結集！！キリシマ・ストリング・オーケストラ

みやまコンセール

みやまコンセール（小ホール）

15：30 みやまコンセール

14：30 フルートアンサンブルコンサート

16：00 宝山ホール祭り②管の祭典～吹奏楽の神が集う！

24 土
9：30 ［オープン・レッスン］ヴァイオリンクラス（藤原クラス）

14：00 音楽の散歩①最高のメンバーで贈る木管三重奏＆弦楽六重奏の響き

みやまコンセール（小ホール）

みやまコンセール
29 木

9：30 ［オープン・レッスン］ピアノクラス

みやまコンセール（小ホール）

30 金

10：00 ［スチューデント・コンサート］ヴィオラクラス

みやまコンセール（小ホール）

31土

10：00 ［スチューデント・コンサート］室内楽クラス

みやまコンセール（小ホール）15：30 ［スチューデント・コンサート］ヴァイオリンクラス（藤原クラス）

みやまコンセール（小ホール）18：45 ［スチューデント・コンサート］フルートクラス

みやまコンセール12：30 ［スチューデント・コンサート］ピアノクラス

みやまコンセール（小ホール）15：30 ［スチューデント・コンサート］ヴァイオリンクラス（加藤クラス）

みやまコンセール（小ホール）18：45 ［スチューデント・コンサート］チェロクラス

14：00 ファミリーのためのトーク＆オーケストラ・コンサート　「ベートーヴェン7番」

みやまコンセール（小ホール）

みやまコンセール
1日

7 土

10：00 ［スチューデント・コンサート］室内楽クラス

13：00 霧島国際音楽祭賞　受賞者ガラ・コンサート

みやまコンセール13：00 音楽祭が誇る！究極の室内楽。　メンデルスゾーンのトリオからゴルトベルクまで。

＃

follow me♪

霧島国際音楽祭の最新情報などを、
楽しくお届け中です。SNSやっています！

9：00～17：00
（7/20～8/31の土・日・祝日は19：00まで、入園は閉園30分前まで）

関連イベント

7/17［土］～11/7［日］まで

第61回企
画展

令和2年度に発掘調査や整理作業を行った遺跡
の中から、中津野遺跡（南さつま市）から出土した
日本最古級の船の舷側板等、テレビや新聞等で
大きな話題となった遺跡や遺物を中心に紹介
し、最新でホットな発掘調査成果を展示します。
■場　所／展示館企画展示室
■入場料／展示館利用料金

出土した江戸時代の陶器

【鹿児島城跡（
ひよけちあと

火除地跡）】
（鹿児島市）

第42回

鷲尾 麻衣（ソプラノ）
東京藝術大学卒業。新国立劇場オペラ研
修所修了。文化庁派遣芸術家研修員として
ニューヨーク、ロームミュージックファン
デーション特別研究生としてロンドンに
留学。セント・アンドリューズ国際コンクー
ル優勝等、入賞多数。二期会会員。

城 宏憲（テノール）
東京藝術大学卒業。新国立劇場オペラ研
修所修了。文化庁新進芸術家海外研修制
度にて渡伊。第42回イタリア声楽コンコル
ソ・シエナ大賞、第84回日本音楽コンクー
ル声楽部門第1位、第8回静岡国際オペラ
コンクール三浦環特別賞、平成28年度岐
阜県芸術文化奨励賞を受賞。二期会会員。 

霧島国際音楽祭

Facebook Instagram

6/23［水］前 売 券
発売開始

予告

第61回企
画展

8/21［土］、9/25［土］
10：00～11：30
■講　師／県立埋蔵文化財センター又は

（公財）埋蔵文化財調査センター職員
■定　員／各回80人程度（要事前申込み）
■場　所／展示館多目的ルーム
■参加費／100円（別途展示館利用料金が必要）
※講演会終了後、希望者を対象に企画展示室で
　講師によるギャラリートークを行います。

twitter Youtube

7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
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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・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♪

072021

Event
Calendar

ikoi
vol.231

@cellomaro
みやまコンセール

Youtube公式チャンネル


