〒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

みやまコンセール

チケット
販売所

（霧島国際音楽ホール）

URL:https://miyama-conseru.or.jp
E-mail:info@miyama-conseru.or.jp

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）
ローソンチケット

@cellomaro
みやまコンセール
Youtube公式チャンネル

●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） Web予約購入 https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/
※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。

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。

7月の催物

1木
8木
14 水

開演

終演

7/1 13：30 14：30
7/8 15：00 16：00

ミニ・コンサート

7/14 10：30 11：30

2 金 霧島郷土芸能の夕べ

20：30 21：30

入場方法
全席自由
一般／500円
高校生以下／300円
※3歳から入場可

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。

お問い合せ

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）

（有料・要予約・定員9名）

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。

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。

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。

follow me♪

＃ SNS やっています！

霧島国際音楽祭の最新情報などを、
楽しくお届け中です。

URL:www.open-air-museum.org

E-mail：info@open-air-museum.org

●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
@open̲air̲museum
※鹿児島県内の小中高生は土・日・祝日無料
鹿児島県霧島アートの森
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特別企画展

「岡本仁が考える
楽しい編集って何だ？」

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）

0995-78-8000

0995-78-2115

Tel. 0995-74-5945 Fax.0995-74-2545

［金］

みやまコンセール

霧島市観光協会

〒899-6201
鹿児島県姶良郡湧水町木場6340-220

託児サービス

Instagram

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。

写真提供：ジェスク音楽文化振興会

霧島国際音楽祭

twitter

Youtube

あなたの町に音楽祭がやってくる！！

みやまふれあいコンサート

真夏の祭典
音楽のチカラ！！

第42回

鷲尾 麻衣（ソプラノ）
開催日

7/15 木

開演

公演名

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。

会場

YouTube

18：00

霧島国際音楽祭 オンライン・イベント

11：00

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」

16：00

宝山ホール祭り②管の祭典〜吹奏楽の神が集う！

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）

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

城 宏憲（テノール）

19：00

鈴木雅明指揮

川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第2ホール

21 水

19：00

ふれあいコンサート in さつま

22 木・祝

14：00

堤剛・鈴木優人デュオ＆名手たちの饗宴

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。

17 土

20 火

9：30

23 金・祝

24 土

25 日

7土

［オープン・レッスン］
室内楽クラス

みやまコンセール
みやまコンセール（小ホール）

14：00

山下洋輔クラシック meets JAZZ

霧島市民会館

9：30

［オープン・レッスン］
ヴァイオリンクラス
（藤原クラス）
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

13：00

音楽の散歩②チェロ・オーケストラ

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

みやまコンセール（小ホール）

15：30

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

9：30
14：00

［オープン・レッスン］
チェロクラス

宝山ホール

［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）
「ベートーヴェン7番」

みやまコンセール

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）

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

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

みやまコンセール（小ホール）

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）

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。

みやまコンセール

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（小ホール）

10：00
13：00
17：30

［スチューデント・コンサート］室内楽クラス

霧島国際音楽祭賞
霧島国際音楽祭連携事業

受賞者ガラ・コンサート
第55回MBCユースオーケストラ定期演奏会（予定）

みやまコンセール（小ホール）
みやまコンセール
川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第1ホール

前 売 券
発売開始

6/23［水］

＊前売券販売所等の情報は6/23以降
一般:800（600）円
ホームページにてお知らせします。
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
■観覧料

関連イベント
（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）
ブルータス編集長 西田善太・
7/17（土）
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。

みやまコンセール（小ホール）

鈴木優人指揮 キリシマ祝祭管弦楽団
ファミリーのためのトーク＆オーケストラ・コンサート

予告

みやまコンセール（小ホール）

14：00

19：00

8/ 1 日

★臨時バスあり★

風テラスあくね

28 水

31 土

フルート・トリオ、
カルテット

ふれあいコンサート in 阿久根

9：30

30 金

宮之城文化センター

14：00

27 火
29 木

バッハ・コレギウム・ジャパン

宝山ホール

開催中

石野 真穂（ピアノ）

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！
■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
開催日

公演名／会場

7/19（月）

みやまふれあいコンサート in 天城

19：00開演

会場：天城町防災センター(0997-85-4729)

7/21（水）

みやまふれあいコンサート in さつま

19：00開演

会場：宮之城文化センタ−(0996-53-1732)

7/23（金・祝） みやまふれあいコンサート in 阿久根
14：00開演
会場：阿久根市民交流センター(0996-72-1051)

入場料

入場無料

入場無料
一般・高校生／500円
中学生以下／無料
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新年度
コレクション展

ジェームズ・タレル
《NHK-lite》1998年
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。

■会場／アートホール

＊入園料のみで
ご覧いただけます。

