
千住真理子（ヴァイオリン） 山洞智（ピアノ）

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）／作詞：野上彰、作曲：小林秀雄／落葉松

作詞：M.クラウディアス、作曲：F.シューベルト／死と乙女
作曲：F.ショパン／バラード 第1番 ト短調 Op.23　ほか

事前申込による抽選制（定員：約20名まで）

■ 申込期間：7/22［木］13：00～8/8［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。

馬場 亮大
（バリトン）

迫田 瑞花
（ピアノ）

次回は9月26日（日）10:30～11:15

カフェ
Cafe mini

コンサート
Concert

ミニ

14：00～15：30

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8月利用分のホール予約会は、2021年8月1日（日）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。

1■日
第37回鹿児島県合唱フェスティバル
第76回九州合唱コンクール鹿児島県予選、
第13回九州合唱コンクール小学校部門鹿児島県予選を兼ねる

17：0010：30 鹿児島県合唱連盟事務局
099-227-1152全席指定　一般500円

8
［祝日］
■日 第30回 メダカのコンサート 16：0014：00 メダカの学校かごしま

099-257-8143

全席自由 一般1,000円
 大学生以下500円
未就学児・身障者 無料

鹿児島ママブラスみゅう

第12回ファミリーコンサート
16：0014：00 鹿児島ママブラスみゅう

090-2710-8411（川添）
入場無料(要整理券)
HPより受付

9
［振替休日］
■月

第72回 白鳥バレエ定期発表会 20：3017：30
白鳥バレエ
099-222-6536入場無料(要整理券)11水

鹿児島県立鶴丸高校定期演奏会 16：1013：30
鶴丸高等学校
099-251-7387

入場無料(要整理券)
※コロナ禍の状況により変更がありえます。12 木

九州吹奏楽コンクール

鹿児島県代表（高校Aの部）応援コンサート
16：0014：00 （公財）鹿児島県文化振興財団

099-223-4221
全席自由 一般2,500円
 高校生以下1,500円13 金

よみぃ CONCERT TOUR 2021 16：00
（予定）

14：00 鹿児島音楽文化協会
099-226-3465

全席指定3,500円（税込）
※未就学児入場不可
　小学生以上チケット必要。

14 土

鹿児島オペラ協会 2021 名曲コンサート 21：0019：00 鹿児島オペラ協会
080-6454-8384

全席自由 一般自由席2,000円
 学生自由席500円20 金

ステージ体験

あなたが主役！
（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221入場無料28 土

鹿児島交響楽団 第94回定期演奏会 17：00
（予定）

15：00

15：00
（予定）

13：00

公益社団法人鹿児島交響楽団
099-223-3093

一般2,000円（当日2,200円）
高校生以下1,000円（当日1,200円）
※当日券はない場合があります。

22■日

リアル恐竜ショー 恐竜パーク
13：00

16：00

12：00

15：00

KTS鹿児島テレビ
099-285-8966
（平日10：00～17：00）

全席指定3,300円
※３歳以上有料２歳以下膝上鑑賞無料、
　但し座席が必要な場合有料。

19 木

第47回九州地区人権・同和教育夏期講座
16：00

15：30

13：30

9：30
鹿児島県人権・同和教育研究協議会
099-218-9310

2,500円（資料代）17
18

火

水

入会費2,000円
会費2,400円（学生1,000円）

6
7
金

土
こまつ座「母と暮せば」

20：30

15：00

19：00

13：30

8/6

8/7

8/17

8/18

鹿児島市民劇場
099-224-2888

■場　所／展示館常設展示室
■入場料／展示館利用料金

親子で楽しむメルヘンコンサート
 ＆おはなし会

9
20

［月・祝］

■会場／調整中
■出演／【コンサート】（公財）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

【おはなし会】メルヘン館職員

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更になる場合があります。

開場13：15　開演14：00

九州吹奏楽
コンクール 鹿児島県代表（高校Aの部）

　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）／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。

河口コレクション
紹介コーナー

山ノ口遺跡
9
17

8
22

［日］

10：30～11：15　カフェの開店時間は10：00～

鈴木優人指揮

キリシマ祝祭
管弦楽団公演

7
28

■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

開場18：15　開演19：00（18：50～プレトーク）

［水］

開催中▶

［金］まで

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、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

体験広場で餅つきや綱引き
をして、日本の伝統行事であ
る十五夜を楽しみませんか？

■場　所／体験広場
■定　員／50人程度
■参加料／400円（一人）

第61回企画展

新発見！かごしまの遺跡2021
～発掘調査速報展～

11
7

開催中▶

［日］まで

周遊観光バスの海コース（西郷どん号）
の乗車者を対象に、親子向けの特別体験
「森のなかまを作ろう」を行います。

■入場料／展示館利用料金
■備　考／バス乗車は有料（要予約）

予約先：鹿児島交通
（TEL:0995-45-6733）

■参加料／無料

霧島周遊観光バスタイアップ事業

親子向け特別体験
「森のなかまを作ろう」

8
1

［日］

14：25～15：15（滞在時間）

どんぐりイベント

縄文村の十五夜まつり
9
18
［土］

15：30～18：00

■講　師／県立埋蔵文化財センター及び
（公財）埋蔵文化財調査センター職員

■定　員／各回50人程度
■場　所／展示館多目的ルーム
■参加料／100円

第61回
企画展
講演会

8
21

［土］

9
25

［土］
10：00～11：30

©Marco Borggreve ©武藤 章

twitter Facebook Instagram Youtube

宝山ホールのSNSでは、主催イベントなどの情報を発信しています。
チェックしてみてくださいね！

宝山ホール公式SNSのご紹介

■入場料金／無料

■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13：15　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

宝塚歌劇宙組公演開催決定！

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

公演日 11/27（土）開演13：30／開演18：00
 11/28（日）開演12：00／開演16：30

※詳細については、決まり次第
宝山ホールホームページに
記載します。

■曲目／J.S.バッハ／グノー：アヴェ・マリア
成田為三／千住明編：浜辺の歌
黒人霊歌／アメイジング・グレイス

J.S.バッハ／主よ、人の望みの喜びよ
ヴィターリ／シャコンヌ
ドヴォルザーク／スラヴ舞曲 第2番 ほか

■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）

※写真は過去の公演の様子です。

第42回

出土した
江戸時代の
陶器

要事前
申込み
募集中

要事前
申込み
募集中

チケット好評発売中

チケット好評発売中

チケット好評発売中

follow me♪

8月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event
Calendar

ikoi
vol.232

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌

082021
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〒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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開催中▶ 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

8
［祝日］
■日

1■日

15：00

16：30

10：00

11：3010：00

15：0013：00

みやまコンセール
0995-78-8000

みやまコンセール
0995-78-8000

みやまコンセール
0995-78-8000

受講生のみ

入場無料
※7/24までに要電話予約

一般 2,000円
高校生以下 1,000円

写真／第1回 withみやまアンサンブルシリーズ：シプリアン・カツァリス with みやまアンサンブル（2016）

10 火

みやま音楽塾①

［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 受賞者ガラ・コンサート

県小学校器楽合奏指導者実技講習会 10：00 鹿児島市立川上小学校（丸田）
099-243-0576

関係者のみ

12：0025 水 音楽のつどい事前研修会 9：00 霧島市教育委員会関係者のみ

15：0022■日 みやま音楽塾② 10：00 みやまコンセール
0995-78-8000

受講生のみ

18：3015
～19

■日
木
第45回鹿児島県高等学校音楽コンクール 9：30 鹿児島工業高等学校（米丸）

099-222-9205
関係者のみ

■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
■企画・制作／Landscape Products，BAGN Inc.
■特別協賛／トヨタカローラ鹿児島株式会社

■会場／多目的スペース　■時間／13：30～（2時間程度）
■定員／15名〔どなたでも参加できます〕
■参加料／入園料の他に200円
※要予約。詳しくは本館ホームページをご覧ください。

この夏大自然の中でご家族、お友達と一緒に作品づく
りを楽しんでみてはいかがでしょうか。完成した作品は
お持ち帰りいただけますので奮ってご参加ください。

7/24
（土）

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教諭）

　（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

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。

作家紹介／岡本 仁（おかもと ひとし）

1954年北海道生まれ。テレビ局を経てマガジンハウスで『BRUTUS』『relax』
『ku:nel』などの雑誌編集に携わった後、ランドスケーププロダクツに入社。同社の
「カタチのないもの担当」として、コンセプトメイクやブランディングなどを担当して
いる。近年はキュレーションなども手掛ける。著書に『今日の買い物・新装版』（講談
社）、『ぼくの鹿児島案内』『ぼくの香川案内』（ともにランドスケーププロダクツ）、『果
てしのない本の話』（本の雑誌社）、『ぼくの東京地図』『また旅』（京阪神エルマガジン
社）などがある。

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

今年の特別ゲストは『玉名女子高等学校吹奏楽部』。平成28
年度･30年度全国大会三冠（吹奏楽･マーチング･アンサン
ブル金賞）、全国吹奏楽コンクール金賞６年連続受賞、全日
本マーチングコンテスト通算21回出場･金賞受賞17回。
“玉女サウンド”がみやまの森に響き渡ります。

圧倒的フレンチピアニズム。
匂い立つフランスのエスプリに酔いしれて。

浜松の覇者。
その音にドキドキが
止まらない

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

20212021

のご案内

7/31
（土）

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教諭）

8/21
（土）

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高等部教諭）

8/22
（日）

ねぷた絵の技法でランプシェードを作ろう
講師：渡邊忍（南九州市立知覧小学校教諭）

ねぷた絵の技法で
ランプシェードを
作ろう
※昨年の完成作品

10
17
［日］
開場12：00　開演13：00

野外音楽フェス

～みやまの森の響き～

10
31
［日］

開場13：30　開演14：00

グレート・ピアニストシリーズ第８弾

ジャン・チャクムル
ピアノ・リサイタル

ニュー・イヤー・コンサート

■入場料金（全席自由）／一般1,000円　3歳～学生500円
0～2歳無料　※0才からＯＫ

2022．1/9［日］開演14：00

藤田真央
ピアノ・リサイタル

2022．1/10［月・祝］開演14：00

堤剛＆藤田真央＆カルテット・アマービレ
スペシャル・コンサート

電話予約
Web先行発売
窓口

チケット発売 かごしまミューズ・クラブ会員

9/11（土）10：00～
9/11（土）13：00～
9/12（日）10：00～　※プレイガイドでは販売いたしません。

9/12（日）13：00～
9/12（日）10：00～

一般発売

■入場料金（全席指定）／一般3,000円　学生1,500円
※小学生からＯＫ

■会場：みやまコンセール
■入場料金（全席指定/税込）：各公演　一般5,000円　学生3,500円

２公演セット券　一般8,500円　学生5,000円

チケット発売　第42回霧島国際音楽祭 有料公演入場者限定発売
[対象公演：7/24、7/25、7/29、7/31、8/1]

【販売場所】みやまコンセール・ホワイエ　【販売時間】ホール開場から終演後まで
ＷＥＢ予約：8/3(火)13：00～　　窓口・プレイガイド販売：8/4(水)10：00～
電話予約：8/4(水)13：00～※みやまコンセール・宝山ホールで電話購入予約可能

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

9/25（土）10：00～
9/25（土）13：00～

9/26（日）10：00～

9/26（日）13：00～
9/26（日）10：00～

一般発売

■入場料金（全席指定）／一般4,000円　学生2,000円
※小学生からＯＫ

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

8/21（土）10：00～
8/21（土）13：00～

8/22（日）10：00～

8/22（日）13：00～
8/22（日）10：00～

一般発売

雨天時は特別ゲストのみ主ホール公演

9
19
［日］
開場13：30　開演14：00

聴きどころ

世界と鹿児島　夢の共演

ミシェル・ダルベルト with みやまアンサンブル

ジャン・チャクムル
（ピアノ）

2017年スコットランド・
ピアノコンクール、続く
2018年第10回浜松国
際ピアノコンクールにて
優勝。1997年トルコの
首都アンカラ生まれ。

現代のフランスを代表するピアニ
スト。1975年クララ・ハスキル国
際ピアノ・コンクールおよび1978
年リーズ国際ピアノ・コンクールで
優勝を果たす。最初の録音である
シューベルトの2つのソナタがアカ
デミー・シャルル・クロ・グランプリ
を受賞し、同年代のピアニストの中
でも特に際立った存在として一躍
注目を集めた。1996年、フランス
政府より国家功労勲章を受章。数
多くの著名音楽家と共演、2011年
からはパリ音楽院で教鞭をとり、教
授として後進の指導にあたるなど
幅広く活躍している。

① 今回限りのオーケストラ！

みやまアンサンブルは、本公演のために特別に結成された
室内楽オーケストラです。みやまコンセール協力演奏家を
中心に地元演奏家により結成された「みやまアンサンブ
ル」の演奏をお聴き逃しなく！

② 巨匠による特別指揮とピアノ・コンチェルト

今回は、フレンチピアニズムの巨匠ミシェル・ダルベルトと
のコラボレーション。

③ ３年ぶりの開催

令和元年度、令和２年度は中止となりましたが、今年は3年
ぶりにみやまアンサンブルが帰ってきます。

＊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♪

8/28（土）13：00開演8/28（土）・8/29（日）
10：30～15：30

公募で選ばれた団体（個人）による、楽しいステージ♪

出演／島 安季穂（歌）、福尾 美江（声楽）
鹿児島国際大学学友会吹奏楽団（吹奏楽）
My Favorite Sax Band（サクソフォンアンサンブル）
Tara’ura Tahitian Dance Studio（タヒチアンダンス）
島津詩慶藩（よさこい（踊り）、Spellbinders（ストリートダンス）

内容／ミニミニコンサート、アート作品作り、縄文体験
調査速報（出土品の展示・考古学講座）
挑戦！クイズラリー

ステージ体験「あなたが主役！」

※写真は過去の公演の
　様子です。

★
ミ

ューズクラ

ブ
★

無　料
ご招待

★

かご
しま

★

Michel Dalberto
［ミシェル・ダルベルト］

8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♪

082021

Event
Calendar

ikoi
vol.232

@cellomaro
みやまコンセール

Youtube公式チャンネル


