みやまコンセール

（霧島国際音楽ホール）

〒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
チケット
販売所

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
（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。

1月の催物

開演

終演

入場方法

お問い合せ

14：00 16：00

一般
5,000円
高校生以下 3,500円

みやまコンセール

14：00 16：00

一般
5,000円
高校生以下 3,500円

みやまコンセール

伊佐姶良地区高等学校
ソロアンサンブルコンテスト

10：00 16：00

関係者のみ

郷土芸能の夕べ

20：30 21：30

入場無料

日 みやま音楽塾⑨
23 ■

10：00 16：00

受講生のみ

日 みやま音楽塾⑩
30 ■

10：00 16：00

受講生のみ

日 藤田真央 ピアノ
9■
・リサイタル
月 堤剛＆藤田真央＆カルテット・アマービレ
10 ■
［祝日］ スペシャル・コンサート

開演14：00 終演16：00
（予定）

みやまコンセール協力演奏家企画による毎年恒例のコンサー
ト。
今年のテーマは、アストル・ピアソラ生誕100年。
「タンゴの
歴史」
「リベルタンゴ」
「 ブエノスアイレスの四季」ほか全14曲
を華やかにお届けします。

霧島市観光協会

0995-78-2115

0995-78-8000
みやまコンセール

0995-78-8000

木原 雅代

藤田真央
ピアノ・リサイタル

清水 かおり︵コントラバス︶

重森 敬子︵チェロ︶

みやまコンセール

1/9.sun

開演14時

真のピアノ。奇跡のホールで聴く新年の贅沢

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
2022.

1/10.mon

開演14時

冬に聴くロシアとチェコの傑作、
名演奏家による限りなく深遠で親密極上のアンサンブル

［月・祝］
開演14：00

カルテット・アマービレ
スペシャル・コンサート

霧島国際音楽祭音楽監督の堤剛、霧島国際音楽賞受賞の藤田真央、
カルテット・アマービレが出演！
■出演／堤剛、
藤田真央、カルテット・アマービレ
■演奏予定曲／

ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲第2番イ長調op.81 B.155(藤田＆アマービレ)
グラズノフ：吟遊詩人の歌（堤＆藤田）
ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19(堤＆藤田)
■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、高校生以下3,500円

※セット券は予定枚数に達したため販売終了しました。
チケット好評発売中

※本公演はミューズ・クラブ、友の会割引はございません。

天野 るり子

藤田真 央

2022.

世界が愛する藤田真央

10 堤剛＆藤田真央＆

玉川 智美︵バレエ︶

堤 剛

藤田真央
ピアノ・リサイタル

ショパン：バラード第3番変イ長調op.47
ブラームス：主題と変奏ニ短調op.18b
シューマン：ピアノ・ソナタ第2番ト短調op.22

豊丸 安美︵ダンス︶

■演奏予定曲／

︵司会進行・ソプラノ︶

川波 幸恵︵バンドネオン︶

■出演／藤田真央

1

「ミニ・コンサート」
「おとどけコンサート」
等、
みやまコンセールが
実施する事業に出演いただく演奏者を募集します。
2022年4月からの登録者（若干名）を新規募集しますので、応募資格や申込方法など
詳しくは、みやまコンセールＨＰをご覧ください。

2022年2月1日（火）〜2月11日（金・祝）当日消印有効

■応募受付期間／

学芸員のおすすめ！
！

所蔵作品の紹介

野外常設展では、霧島の自然や歴史にインスピレーション
を受けた国内外の作家の作品23点を展示しています。
作品に触れたり、
撮影も自由に楽しむことができます。

植松奎二《浮くかたち−赤》
2000年

カサグランデ＆リンターラ
《森の観測所》
2004年
人が自然を理解するための補助
となるように作られています。自
然の様々な音を収集し、停泊させ、
知覚することに焦点をおいた作品
です。また内部の庭は、調音された
密閉型音響室で、静かな会話が楽
しめる空間になっています。ささや
きは叫びより効果的であるという
知覚的な経験に基づいて構成され
ています。

草間彌生《赤い靴》が屋内に！
■入場料金
（全席指定）／一般2,000円

チケット発売
会員先行電話受付
Web発売日

窓口・プレイガイド
一般
発売日 電話受付

３歳〜学生1,000円

かごしまミューズ・クラブ会員
2022.1/15
（土）10：00〜17：00
2022.1/15
（土）13：00〜

一般発売
ー

2022.1/16
（日）10：00〜

2022.1/16
（日）10：00開始

（日）13：00開始
2022.1/16

2022

みやま音楽塾
20 修了演奏会

2

［日］

開演13：30 終演15：00
（予定）

特別指揮、
海老原光のタクトでおくる受講生によるステージ！

みやまコンセール
協力演奏家
募集のお知らせ

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

円すいと石がわずかにつながる
ところは新しいエネルギーの源を
意味し、異なる材料の部品を組み
合わせるところに、人間と自然と
のかかわりが表されています。ど
の方向から見てもバランスがとれ
ており、まさしく空中に浮いている
感じがします。
１つ１つの部品は、
どのような仕組みでつながってい
るのでしょうか？

世界が愛する藤田真央 真のピアノ 奇跡のホールで聴く新年の贅沢

2022

URL:www.open-air-museum.org

池田 梨沙︵フルート︶

0995-63-3002

※無観客公演になる可能性があります。

ショパン：ノクターン第13、14番op.48
リスト：バラード第2番ロ短調s.171 R.16
クララ・シューマン：3つのロマンスop.21

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

龍桜高校（清野）

︵ヴァイオリン︶

［日］
開演14：00

〜みやまで奏でるタンゴの歴史〜

［日］

入来 慶子︵ピアノ︶

9

（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。

13 アストル・ピアソラ生誕１００年

黒田 印南

1

（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。

第12回みやまスペシャルコンサート

2

︵ヴァイオリン︶

2022

2022

〒899-6201
鹿児島県姶良郡湧水町木場6340-220

託児サービス

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。

愛川 義夫

カルテット・
アマービレ

ニュー・イヤー・コンサート

0995-78-8000

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。

︵クラシックギター・企画︶

21 金

0995-78-8000

みやま特急チェロまろ号

霧島に泊まってお得♨
チケット特典（要申込）

令和3年8月から半年間、鹿児島県内の中学生から社会人に対し、演奏技術や音楽理論
を学ぶ「みやま音楽塾」を開催。その成果として、音楽塾生の企画運営による修了演奏会
を開催します。
ソロ・アンサンブルステージのほか、海老原光さん特別指揮で贈るステー
ジは必聴！
■出演者：海老原光
（特別指揮）、第７期みやま音楽塾生

全席自由

入場無料

※詳細は次号にて！！

アートホールの改修工事に伴い、草間彌生の作品《赤い靴》はアートホ
ール中庭から屋内（展示ロビー）へと引っ越しました。工事期間限定の
風景をご覧いただけます。
いつもとは違う雰囲気の作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

休 園 の お 知 ら せ
12/29
（水）
〜1/3
（月）
年末年始のため休園します。
［1/4(火)から通常どおり開園］

