
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）／Ａ．ピアソラ：タンゴの歴史より　Cafe1930

Ｐ．Ｍ．デュボア：性格的小品集よりパリジェンヌ風に　ほか

事前申込による抽選制（定員：約20名まで）

■ 申込期間：2/17［木］13：00～3/6［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。

次回は4月24日（日）10:30～11:15

カフェ
コンサート
Cafe mini Concert

ミニ

■公演内容／演劇、舞踊、ダンス、ミュージカル、オーケストラ、吹奏楽、合唱、伝統芸能など

■公演時期／令和5年1月～3月
※上記日程を基本としますが、公演団体決定後、ホールの空き日の中から団体と協議の上、決定します。
※必要に応じて、1日ホールでのリハーサルが可能です。
※すでにホールの予約を入れている団体は対象外とします。

■公演条件／ ・有料公演であること。入場料は公演団体に帰属します。

・おおむね200人以上の入場者が見込める団体。

・著作権は公演団体により処理されていること。

・公演において生じた事故などの責任は公演団体に帰属します。

■経費／公演に係るホール利用料、附属設備等利用料（照明費等）は、宝山ホールが負担します。
上記以外の広告宣伝費、人件費、道具等の運搬費等は公演団体の負担となります。

■応募方法／応募申請書に必要事項をご記入の上、宝山ホールへ提出してください。（郵送可）
※応募申請書は宝山ホールホームページからダウンロードできます。

ホール予約会について 2023年3月利用分のホール予約会は、2022年3月1日（火）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。

4 金 NAOTO&清塚信也
アコースティック・デュオ　コンサート

19 土 文化鑑賞会「まい・夢」第66回例会
春のクラシックコンサート（宝山ホールとの共催企画）

20：3018：30

16：0014：00

ーー

KYT鹿児島読売テレビ
キョードー西日本　0570-09-2424
（平日11：00～17：00日・祝休）

全席指定　6,000円（税込）
※未就学児入場不可　当日500円増

会員制
※お問い合わせください

29 火
令和3年度かごしま夢舞台支援事業

チアフルウインズコンサート
チアフルウインズ事務局
090-7299-8308

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
延期となりました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。

21
［祝日］
■月 第15回セイカジュニアスクール発表会 16：3013：30 株式会社セイカスポーツセンター

099-803-9488

鹿児島新人演奏会事務局
099-813-5052（南日本新聞社事業部）

全席自由 前売り800円
 当日券1,000円

全席自由 高校生以上600円
 小・中学生300円

13■日 第43回鹿児島県学校合唱祭
鹿児島県学校合唱教育研究会事務局
099-268-7731（和田小学校）

生協コープかごしま「まい・夢」事務局
099-286-1115

関係者のみ

23 水
令和3年度かごしま夢舞台支援事業

Mao's Contemporary Dance Room
「Liverty」

27■日 第38回 鹿児島新人演奏会

20：3019：30

未定13：00

Mao's Contemporary Dance Room
https://maoconte.com
maoconte@yahoo.com

全席自由　1,500円

海と活きた古代人Ⅱ
～古墳時代から近世の鹿児島～

3
6

開
催
中
▶

［日］まで

第６２回企画展

長年、県内の発掘調査や文化財行政
に携わり続けた講師が、思い出深い
遺跡や発掘調査当時のエピソード
を交えながら、遺跡が語る鹿児島の
歴史について解説します。

■講　師／県立埋蔵文化財センター
南の縄文調査室室長補佐
東 和幸 氏

■定　員／50人程度（要事前申込み）
■場　所／展示館多目的ルーム
■資料代／100円

要事前
申込み
募集中

2
26
［土］ 遺跡は語る

考古学講座 第５回

10：00～11：30

昨年度に開催した「海と活きた古代人～旧石器
時代から弥生時代の鹿児島～」の第2弾として、
貿易陶磁器や中国銭、須恵器製作の技術、仏教の
伝来など、海を越えて伝わった「モノ・技術・情報」
の交流について、古墳時代から近世の鹿児島に
焦点を当て関連する考古資料を展示します。
また、蒙古襲来（元寇）に関連する沈没船が発見
された鷹島神崎遺跡（長崎県松浦市）や中国製の
大量の陶磁器が発見された倉木崎海底遺跡（宇
検村）など、近年、その調査方法や成果が注目さ
れている“水中考古学”についても出土遺物とと
もに紹介します。

■場　所／展示館企画展示室
■入場料／展示館利用料金

新規ボランティアスタッフのご案内

■活動場所／宝山ホール ほか　■活動期間／令和4年4月～令和5年3月
■報酬など／交通費相当額（1,000円／日）を支給します。

ボランティア活動保険に加入します。（※宝山ホール負担）
■応募資格／満18歳以上（高等学校在学中の者は除く。）

ボランティア説明会［4月3日（日）14：00～15：00もしくは
4月9日（土）10：00～11：00のいずれか］に参加できる方。
※広報ボランティア希望の方は4月9日（土）11:00～12:00の広報ボランティア会議
にもご参加ください。※ドアの開閉など、やや体力を使う業務が含まれます。※遅刻や
事業に支障を来たす行為が続く場合には、登録を削除させていただく場合があります。

■応募方法／下記の必要事項①～⑥を記載のうえ、往復はがき、
メール※（oubo@houzanhall.com）、FAX（099-223-2503）のいずれか
でお申し込みください。
※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。

かごしま夢舞台支援事業のご案内

地域で活動している劇団やオーケストラなどで、これまで大舞台で上演機会のないアマ
チュアの芸術文化団体に、当財団が宝山ホールでの公演の機会を提供している事業です。

Mao’s Contemporary Dance Room「Liverty」
■公演日時／3月23日（水）　19：00開場　19：30開演
■入場料金（全席自由）／1,500円　※当日2,000円　※3歳以下無料
■お問い合わせ／maoconte＠yahoo.com
■主催／Mao’s Contemporary Dance Room、（公財）鹿児島県文化振興財団

チアフルウインズ　コンサート
■公演日時／3月29日（火）

 
■お問い合わせ／チアフルウインズ事務局（090-7299-8308）
■主催／チアフルウインズ、（公財）鹿児島県文化振興財団

応募締切

3/11（金）
必着

応募締切

5/15（日）
必着

第38回

鹿児島新人演奏会
3
27

［日］

鹿児島県出身及び県内在住の新人
音楽家が一同に会し、日頃の練習の
成果を披露する第38回鹿児島新人
演奏会が開催されます。

■入場料金（全席自由）／高校生以上600円　小・中学生300円

お問い合わせ／鹿児島新人演奏会事務局099-813-5052（南日本新聞社事業部）

必要
事項

★公演・広報の
重複の参加も可能

標式遺跡シリーズⅤ
5
13

開
催
中
▶

［金］まで

河口コレクション紹介コーナー

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（鹿児島県考古学
会元会長）が調査した遺跡の考古資料等
を紹介するコーナー。

■場　所／展示館常設展示室
■入場料／展示館利用料金

K
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①お名前　②ご住所　③電話番号・FAX番号　④年齢　
⑤希望するボランティア（公演ボランティア・広報ボランティア）※重複可
⑥説明会参加予定日

■出演／與那嶺なつき（ソプラノ）、又吉秀和（バリトン）、宝山室内アンサンブル

■応募資格／・鹿児島県内の3歳から中学生（公演日時点）
※3歳未満でも座席が必要な方は申込可。

・当選通知受取後、指定期日内に宝山ホールでの
チケット引換に来館できる方。（郵送対応可。送料404円）

■応募方法／お申込み1件（1通）につき、お子様5人まで応募可。

＜オンライン申込み＞★右記QRコードよりアクセス

＜往復はがきでの申込みも可＞
★下記のとおりご記入ください。

■同伴者のチケット購入について／同伴者が必要なお子様は、お申込み時に同伴者全員
の氏名、年齢等をご記載ください。別口購入の場合、販売状況により同伴者チケットを
確保できなくなる場合がございます。

■かごしまミューズ・クラブ会員特典の適用について／かごしまミューズ・クラブ会員特
典をご利用いただく場合は、会員様を「当選通知宛先」にご指定ください。

■入場料金（全席自由）／
おとな1,500円　こども（中学生以下）750円　親子ペア2,000円
※3歳未満の膝抱きでの入場は無料（ただし、3歳未満でも席が必要な場合は有料）
※親子ペアは、おとな券1枚とこども券1枚をセットにした券です。

宝山プレゼンツ

ちびっ子集まれ！クラシックっていいな～

　　　ファミリーコンサート

5
28

［土］

0歳児から入場できて、親子で楽しめるコンサート

宝山ホールが主催するコンサートやワークショップ等に
ボランティアスタッフとして参加してみませんか？

■ 公演ボランティアスタッフ／受付、クローク、観客の誘導・案内 など

■ 広報ボランティアスタッフ／情報発信、広報会議への参加
（アイディア等をお聞かせください）

開場13：15　開演14：003
20

［日］

10：30～11：15
カフェの開店時間は10：00～

開場12：00（予定）　開演13：00

舟木 春菜（サクソフォン） 松田 あかね（ピアノ）令和3年度公演

令和4年度公演団体募集

アップルシート（子ども招待席）：鹿児島県内の3歳～中学生 320名をご招待！

2022  4/24［日］　開演13：30
入場料金：全席指定　一般：2,500円　学生：1,000円

みやまコンセール

第90回
日本音楽コンクール
受賞記念演奏会

日本クラシック音楽界の“今”がわかる
令和2年度に開催した「海と活きた
古代人」の第2弾として、海を越えて
伝わった「モノ・技術・情報」などに
ついて、古墳時代から近世に焦点を
当て、パネルで紹介します。

■場　所／展示館企画展示室
■入場料／展示館利用料金

ミニ企画展 春休み企画3
11

［金］

4
3

［日］

▶

海と活きた古代人Ⅱ
～古墳時代から近世の鹿児島～

中国製の青磁碗
（芝原遺跡：
南さつま市）

郵便往復はがき

往　　信

鹿児島市山下町5-3 宝山ホール
「5/28 ファミリーコンサート」
アップルシート係

何も
記入しない
でください

往信（表）

8 9 2 0 8 1 6

郵便往復はがき

返　　信

当選通知先
（あなたの
ご住所・氏名）

「5/28ファミリーコンサート」希望
①当選通知先（住所、氏名、電話番号）
（かごしまミューズ・クラブ会員様は会員番号を追記）
②応募するお子様全員の氏名、年齢、学年
③同伴者全員の氏名、年齢
（かごしまミューズ・クラブ会員様は会員番号を追記）
④チケット引換方法の選択（来館or郵送）

返信（裏）

往信（裏）返信（表）

応募締切

定員に達し
次第。

（定員に達した際は
ＨＰに掲載）

3月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event
Calendar

ikoi
vol.239

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌

32022
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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。

SNSでも情報発信 上野原縄文の森で検索
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SNSでも情報発信 宝山ホールで検索

イカをひたすら描く画家 宮内裕賀さんが、昨年10月24日から11
月7日まで、湧水町の総合交流施設「いきいきセンターくりの郷」で公
開制作を行い、10枚の襖を半円状に並べた大きな画面に、大作《イカ
イカ天国》を描きました。期間中は多くの方が来訪し、鑑賞したり宮内
さんと会話を交わしたりしていました。また、制作の模様をWeb上で
ライブ配信し、直接見ることができない方にもご覧いただきました。
宮内さんは、希望に溢れた世界が襖の向こう側に広がる様子を、見

る人に想像してもらいたいという願いから、まるで天国のような明る
い色調で描いていました。また、丸池湧水の水面や温泉の湯気、県指
定文化財「稲葉崎供養塔群」など湧水町内で印象に残った風景を取り
込み、この場所でしか描けない作品に仕上げていました。

会場では、イカ墨で絵を描くワークショップを実施したり、イカを加
工した画材や宮内さんがエッセーを寄稿した雑誌、宮内さんの原画に
子どもたちが描いた約400枚のぬり絵を展示したりしました。
イカを描き続けることを通して自身や社会の変化を刻んできた宮
内さんが、２週間もの期間、公開制作することによって生み出した作
品からは、アトリエで制作するものとはまた違った雰囲気が感じられ
ます。今回の公開制作は、絵の具を塗り重ねて変化する画面と、完成
後の作品の両方を体験できる機会として、人々の心に残ったのではな
いでしょうか。

2/14（月）～21（月）は
施設メンテナンスのため休園いたします。お

の園休
知 ら せ

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

5
29
［日］

開演14：00　終演16：00

グレートピアニストシリーズ第9弾

務川慧悟 ピアノ・リサイタル

■入場料金（全席指定）／一般3,000円　学生1,500円

まさに、務川慧悟。
異才が放つ、煌きと

かげ

翳り。
2021年、エリザベート王妃国際音楽
コンクール第3位。
9年ぶりに、みやまコンセールへ凱旋！！

次代は、ここからはじまる。
日本クラシック音楽界の“今”がわかる
日本音楽コンクールは若手音楽家にとっての登竜門。
2021年の秋、ニュー・ヒーロー＆ヒロインが誕生しました。
選りすぐりの上位受賞者による、フレッシュでエネルギッシュなソロを
味わえます。次代を担う音楽は、ここ、みやまからはじまる。

想像し得ない音響を生み出す様々な特殊奏法や超絶技巧を駆使する
次世代型フルートアンサンブルが、みやまコンセールに初登場！
チケット購入者は彼らのフルート講習会を受講できる！？詳しくは後日発表！

4 金 霧島市観光協会
0995-78-211521：3020：30 入場無料

※無観客公演になる可能性があります。

アートラボ企画

イカ画家 宮内裕賀
公開制作交流｢イカイカ天国｣に
ついて（報告）

霧島郷土芸能の夕べ

豊かな自然と人とのハーモニーが響き合う軌跡のホール“みやまコンセール”。
迎える2022年度も多彩なラインナップで皆さまをお待ちしています。
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一般 500円
高校生以下 300円ミニ・コンサート

佐川 和冴（ピアノ） 亀居 優斗（クラリネット） 船越 亜弥（声楽） 中野 りな（ヴァイオリン） 藤井 虹太郎（トランペット）

＊お得な割引制度もございます。詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

■入場料金（全席指定）／一般3,000円　学生1,500円

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

4/16（土）10：00～17：00
4/16（土）13：00～

4/17（日）10：00～

4/17（日）13：00～
4/17（日）10：00～

一般発売

■入場料金（全席指定）／一般2,500円　学生1,000円

■演奏予定曲／
ショパン：24の前奏曲 Op.28全曲
　ほか

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

3/19（土）10：00～17：00
3/19（土）13：00～

3/20（日）10：00～

3/20（日）13：00～
3/20（日）10：00～

一般発売

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

4/16（土）10：00～17：00
4/16（土）13：00～

4/17（日）10：00～

4/17（日）13：00～
4/17（日）10：00～

一般発売
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［日］

開演14：00　終演16：00

グレートピアニストシリーズ第10弾

小林愛実 ピアノ・リサイタル

今こそ、小林愛実。
この時に聴く、魂のショパン。
2021年ショパン国際ピアノ
コンクール第4位、小林愛実が
満を持してみやまコンセール初登場。

■入場料金（全席指定）
／一般3,000円　学生1,500円

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

4/16（土）10：00～17：00
4/16（土）13：00～

4/17（日）10：00～

4/17（日）13：00～
4/17（日）10：00～

一般発売

4
24
［日］

第90回 日本音楽コンクール受賞記念演奏会

6
19
［日］

マグナムトリオ
開演14：00　終演16：00

開演13：30

グレートピアニストシリーズの
セット券もあるちぇろ♪

一般5,000円、学生2,000円と
と～ってもお得！

2週連続で2人の強烈なピアニズムを
堪能できるなんて幸せちぇろ～♥

会議室（5室）
定員各20～100名の会議室
Wi-fi利用可（有料）
※定員の超過、営利目的、飲酒を伴う
会合などにはご利用できません。

多目的ルーム（1室）
総檜の板張。日本舞踊やフラダンス
などの練習にご利用できます。

リハーサル室（1室）
吹奏楽や合唱、踊りなどの練習に
ご利用できます。
ピアノ（有料）：スタインウェイ

アート・ギャラリー
絵画や写真・書道などの展示に
ご利用できます。※販売・契約目的
の利用はできません。

宝山ホールご利用案内
利用時間／9:00～22:00 多目的に利用できる施設です。皆様のご利用をお待ちしております。

“こんな演奏、聴いたことない！”
抱腹絶倒！！常識破りのパフォーマンス！！！

3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
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。
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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♪

32022

Event
Calendar

ikoi
vol.239

SNSでも情報発信

みやまコンセールで検索

SNSでも情報発信 霧島アートの森で検索


