
事前申込による抽選制（定員：約20名まで）

Realdeal Music Orchestra
30周年記念公開録音演奏会

BLUE～空にうたえば～
閉ざされた魔法の森

応募締切

1●日 宮之城吹奏楽団 第34回定期演奏会 宮之城吹奏楽団事務局
080-8289-1889（知識）

生協コープかごしま『まい・夢』事務局
099-286-1115

会員制
※お問い合わせください。

入場無料

15●日 テディ金城スーパークインテットwith
MARIA EVA ジャズコンサート

鹿児島音協
099-226-3465

全席指定 7,800円
※６歳以上有料　未就学児入場不可

全席指定
一般(高校生以上) 8,900円
子供(中学生以下) 2,500円
※4歳以上チケット必要/3歳以下入場不可/膝上観覧禁止※未就学児童、小中学生はご
入場の際、身分証明書(保険証や学生証など)を確認させていただく場合がございます。
当日は、ご用意の上、ご来場ください。小学生、未就学児童のみでの入場はできません。

2023年5月利用分のホール予約会は、2022年5月1日（日）午前10時から、かごしま県民交流センター（西棟2階大ホール）で行います。

21 土 Aimer Hall Tour 2022“Walpurgisnacht”

16：5015：00

16：0014：00

16：1514：00

19：00
（予定）

17：00

全席自由
一般 1,000円（当日 1,200円）
高校生以下 500円（当日 700円）

16：3014：00

SRO運営事務局
045-444-9712

全席指定 大人 6,500円
 子供 4,500円29

5/22●日 10：30~11：15カフェOPEN／10：00～

6/26●日 　13：15 開場　14：00 開演

●日 サムライ・ロック・オーケストラ「Newアメージング・モモタロウ」

カフェ ミニコンサート

令和4年度

かごしま夢舞台支援事業のご案内
第38回鹿児島新人演奏会のご報告

19：00
（予定）

17：00

公益財団法人鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

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

28 土
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
15：0014：00

20：30
（予定）

18：30

鹿児島玉龍高校（前田）
099-247-716122●日 鹿児島玉龍中学校・高等学校第65回定期演奏会

鹿児島音協
099-226-3465

26 木 第25回 BEGIN コンサートツアー 2022

樟南高校
099-281-2900入場無料7 土 樟南高校吹奏楽部 第10回定期演奏会

ホール予約会について

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ ステージ体験

「あなたが主役！」参加者募集20222022

応募締切
5/13（金）
必着

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

宝山ホールのステージで「主役」になってみませんか？

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。
公演内容
公演時期

公演条件

応募方法

経　費

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
令和5年1月～3月
※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。
※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。

・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。　ほか
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。

5月15日（日）必着

開催日時
募集定員

応募条件
応募方法

8月27日（土）13：00開演　　　　　　無料
1～2組の団体もしくは個人
※昨年中止になったイベントのため、予定していた出演者に加え、追加で募集します。

出演時間5～15分（セッティングから撤去まで最大20分）
応募用紙（宝山ホールホームページからダウンロード可）に必要事項を
ご記入の上、郵送かＦＡＸまたはメールにてお申込みください。
※詳細については、宝山ホールまでお問い合わせください。

場所 展示館企画展示室

場　所 体験広場・祭りの広場 入場料 無料 ※体験活動は一部有料

場　所 展示館ホール
入場料 無料

場所
講師

展示館多目的ルーム
霧島市教育委員会社会教育課文化財グループ
主　　査：坂元　祐己 氏
主任主事：小水流　一樹 氏

定員
資料代

５０人程度
100円

入場料 展示館利用料金

国内最古最大級の定住集落である上
野原遺跡が所在する霧島市には、国宝に指定された霧島神宮や重要文化財に指定され
た鹿児島神宮をはじめ、史跡や遺跡、建造物などの文化財が数多く存在します。そこで、
今回は「霧島市」にスポットを当て、霧島市から出土した考古資料を紹介します。また、地
元小中学生をはじめ多くの人が身近な遺跡を知り、地域にある歴史・文化を理解し、ふる
さとに誇りを持てるよう郷土教育の推進を図ります。

「第38回鹿児島新人演奏会」が
去る3月27日（日）に、宝山ホール
で開催されました。ピアノや管弦
楽器、声楽、作曲の分野で参加し
た１５名が表現する清新で若さ溢
れる演奏に、集まった聴衆も魅了
されました。受賞された方々は次
の通りです。

令和２年度

令和3年度

Mao’s Contemporary
Dance Room「Liverty」

日曜の朝に、カフェで音楽をお楽しみ
ください。
場所

鹿児島県知事賞

鹿児島県文化振興財団理事長賞

カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール２階）

三島実重子（ソプラノ）／写真中央

有村美智子（ピアノ）／写真左
日髙光（ソプラノ）／写真右

申込期間 4月22日（金）13：00～5月8日（日）17：00
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。

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。

申込方法

必要事項

曲目 James Curnow : Fantasy for Trombone
葉加瀬太郎 ： 情熱大陸、 清塚信也 ： For Tomorrow　ほか

入場無料（要ワンオーダー）
窪田朋子

（トロンボーン）
入来慶子
（ピアノ）

次回 ＞＞＞ 6月19日（日）10：30～11：15

参加費

（公財）鹿児島県文化振興財団アーティストバンク
登録アーティスト紹介公演

4/23●土 ～8/31●水  まで 

6/4●土 　10：00～11：30

第63回企画展

みどころ再発見！
きりしまの文化財
～郷土の歴史を学ぼう～

第63回企画展講演会（きりしま歴史散歩と共催）

チケット好評発売中

若葉Festival

未来の舞台芸術を担う若者がここからはばたく
出　演 （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

曲目 ピタゴラスイッチ、ダース・ベイダーのテーマ　ほか

入場料金 全席自由／1,000円　※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。

入場料金 全席指定／一般2,500円、高校生以下1,000円（3歳以上入場可）

14：00 開演

7/29●金宝山ホール祭り

8/3●水　18：15 開場　19：00 開演（18：50～プレトーク）
キリシマ祝祭管弦楽団公演

栗コーダーカルテット de ファミリーコンサート
「ピタゴラスイッチ」などでおなじみ！気軽に楽しむ夏休みコンサート

曲目 誰でも知っているクラシック曲を素材に繰り広げる山下洋輔インプロヴィゼーションの世界

入場料金 全席指定／一般3,000円、高校生以下1,500円

19：00 開演 山下洋輔 クラシック meets ジャズ
鹿児島ゆかりのジャズ界の巨匠が金曜日の夜を染め上げる！

出演
曲目

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・同伴はお断りします。

霧島連山は日本のジオパーク認定を
受けています。地質の日（5月10日）に
合わせ、地層剥ぎ取り資料や写真パ
ネルで鹿児島の歴史を紹介します。

5/7●土 ～29●日 

地層が語る鹿児島の歴史
～見る・聞く・触る ジオの日～

考古学講座 第２回

火山災害と
縄文人

縄文村に春がきた！楽しいステージ
パフォーマンスあり、まつり限定
の縄文体験あり、人気の屋台村
もあります。クイズ大会やお楽
しみ抽選などもあります。

5/3●火 ●祝 ～5●木 ●祝

第19回

縄文の森春まつり

場　所 展示館多目的ルーム
資料代 100円
講　師 都城市教育委員会文化財課長

桒畑 光博 氏

南九州の縄文文化に多大な影響を及ぼ
した鬼界カルデラの大噴火は、当時の縄
文人の生活をどのように変えたのか？最
新の研究から見えてきた「アカホヤ」前
後の縄文時代について解説します。

5/21●土　10：00～11：30

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

5/1（日）
10：00～

5/3（火・祝）10：00～

5/5（木・祝）10：00～

5/5（木・祝）13：00～

5/4（水・祝）10：00～

一般発売

※写真は過去の公演の様子です。

6/12●日 　11：30～15：30
鹿児島県文化振興財団体験フェアin イオンタウン姶良

イオンタウン姶良で体験イベント開催！

出演

会場

ミニコンサート／①11：30～　②14：00～
子どもから大人までみんなが楽しめるコンサート♪

（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
東街区 １階 風のコート

内容
会場

ワークショップ／13：00～15：30

どんぐりアートmini　ほか
東街区 １階 波のコート

第43回 霧島国際音楽祭

※先行予約期間中は、みやま
　コンセールで受け付けます。

Ca
fe
 m

ini concert

務川慧悟
Keigo Mukawa
ピアノ・リサイタル

5/29●日　開演14：00

小林愛実
Aimi Kobayashi
ピアノ・リサイタル

6/5●日　開演14：00
みやまコンセールチケット好評発売中

今
こ
そ
、小
林
愛
実
。

こ
の
時
に
聴
く
、

魂
の
シ
ョ
パ
ン
。

ま
さ
に
、務
川
慧
悟
。

異
才
が
放
つ
、

煌
き
と

か
げ翳

り
。

１公演入場料金（全席指定）／一般3,000円　学生1,500円
２公演セット券（全席指定）／一般5,000円　学生2,000円 （霧島国際音楽ホール）

これまでの公演

5月10日は
地質の日

「国際博物館の日」記念事業

※新型コロナウイルス感染
防止対策にご協力くださ
い。発熱・体調不良の方は入
場をご遠慮ください。

※詳細については宝山ホールホームページをご覧いただくか宝山ホールへお問い合わせください。

©Makoto Nakagawa
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（鹿児島県文化センター）

〒892-0816  鹿児島市山下町5番3号　Tel.099-223-4221　Fax.099-223-2503
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。
※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。

SNSでも情報発信 宝山ホールで検索 宝山ホール（県文化センター）、みやまコンセール、十字屋CROSS、山形屋、
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（セブンイレブン各店）

チケット
販 売 所

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。

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。

（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌

●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
https://www.jomon-no-mori.jp
E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jpSNSでも情報発信 上野原縄文の森で検索

2022

5
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問い合せ5月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.241

昨年の公演の様子です。

6
12
18
24
25
31

金

木

水

火

水

火

ミニ・コンサート
みやまコンセール
0995-78-8000

一般／500円
高校生以下／300円
※３歳以上入場可

14：30
11：30
15：00
12：00
16：30
16：00
14：30

13：30
10：30
14：00
11：00
15：30
15：00
13：30

29●日 務川慧悟 ピアノ・リサイタル みやまコンセール
0995-78-8000

一般／3,000円
学生／1,500円

16：0014：00

5/6
5/12
5/18

5/24

5/25
5/31

会場 アートホール

本園では国内外の作家39人の作品を所
蔵し、年数回に分けてコレクション展とし
て展示しています。今回はその中から精
選した作品約20点を展示します。

開催中 ～7/3●日  まで 

新年度コレクション展

第223回 「玉石アートにチャレンジしよう」

創作体験活動を通して現代美術の楽しさ
を味わうプログラム「発見楽しみ工房」。
ゴールデンウィークには、今年度予定して
いる６回のうち下記の２回を開催します。

5/1●日　13：30～（2時間程度）

ＧＷに開催する
「発見楽しみ工房」に
ついて

作品を目の前にしてくぼんだ青
い円を見ていると、次第に作品
との距離感を失い、その中に吸
い込まれるような錯覚を覚えま
す。その距離感を失ったときに、
実際に見えてないものを見てい
ることになります。見えないもの
を見たとき、私達はどのような心
の世界に入り込むのでしょうか。

作品のいろいろなパーツをつない
だり、くっつけたりして展示のたび
にその姿を変える作品です。原始
的な細胞の姿で生まれて、次第
にうごめきながら、人間の姿へと
成長していく途中の生物で、ゆ
らゆらと動いては寄り集まり、
寄り集まってはまた別の形
に変異していく変幻きわま
りない空想上の生物を
テーマにしています。

アニッシュ・カプーア
《無題》1999年

山口明子
《ゆらよん変異形態》2000年

講師 石原琢二郎先生
（さつま町立宮之城中学校）

第224回 「ドリッピングでオリジナルバッグをつくろう」

5/3●火 ●祝　13：30～（2時間程度） 講師 中島眞先生（湧水町立吉松中学校）

定員
材料費

15人程度（お電話での事前申し込みが必要です。）
200円（別途入園料が必要です。）
＊詳しくは霧島アートの森ホームページ等をご覧ください。

昨年度の講座の様子

5/29●日 　14：00 開演　16：00 終演

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

チケット好評発売中

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。
第81回日本音楽コンクール第1位。
日音コン覇者が9年ぶりの凱旋！

演奏予定曲 バッハ：フランス組曲第5番ト長調BWV816
ラヴェル：夜のガスパール　ほか

出演者
演奏予定曲

多久潤一朗、神田勇哉、梶原一紘
多久潤一朗： スペイサイド、スプリングバンク、ミニマルアニマル　ほか

マグナムトリオの
YouTubeチャンネルも

チェック！

入場料金 １公演入場料金（全席指定）／一般3,000円　学生1,500円

至福の２公演セット券（全席指定）／一般5,000円　学生2,000円　※セット券はみやまコンセール、宝山ホール、財団Webチケットサービスにて購入できます。

チケット好評発売中

入場料金 全席指定／一般3,000円　学生1,500円

6/19●日 　14：00 開演　16：00 終演

フルートアンサンブル マグナムトリオ

7/21●木 ～8/7●日

6/5●日 　14：00 開演　16：00 終演

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。

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 !！！
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、彼らの講習会を無料で受講できます！
詳しくはHPをご覧ください。

豪華アーティストが集う！一期一会の熱い夏。
今年もみやまコンセールを中心に、
県内各地で一流アーティストによる演奏会を開催します。

演奏予定曲 ショパン：24の前奏曲 Op.28全曲
シューベルト：ピアノ・ソナタ第19番D958　ほか

2週連続で2人の強烈なピアニズムを堪能できる

至福のセット券（一般5,000円、学生2,000円）も

5月15日（日）迄の限定枚数で販売するちぇろ♪

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

5/1（日）～5/4（水・祝）
10：00～17：00

5/3（火・祝）10：00～

5/5（木・祝）10：00～

5/5（木・祝）13：00～

5/4（水・祝）10：00～

一般発売

第43回

入場料金 全席指定／入場料金は各公演ごとに異なります。
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
※最新情報や詳細は、霧島国際音楽祭ＨＰをご覧ください。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

0歳児から入場できて、
親子で楽しめるコンサート
●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
●演奏曲目（予定）／
F.メンデルスゾーン：劇音楽「真夏の夜の夢」より結婚行進曲
L.v.ベートーヴェン：交響曲　第７番より
A.メンケン：アラジン・メドレー　ほか
●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。

5/28
13：15 開場　14：00 開演

土
（鹿児島県文化センター）

先着320名の
お子様を
ご招待！

宝山ホール
で検索

みやまコンセール
で検索

霧島アートの森
で検索

上野原縄文の森
で検索 ©Makoto Nakagawa

みやまコンセール

PRマスコット

チェロまろ

〒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
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）
※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。SNSでも情報発信 みやまコンセールで検索

チケット
販 売 所

Web
予約購入 QRコードからもアクセス出来ます。

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/ ●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
https://www.open-air-museum.org
E-mail：info@open-air-museum.orgSNSでも情報発信 霧島アートの森で検索

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）

（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。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症予防措置の徹底を前提として、定員の100％の客席を使用して販売しております。
※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。
※状況により国及び鹿児島県の指針が厳しくなった場合、開催について変更または中止がある場合もございます。予めご了承ください。　※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。

開演 終演 入場方法 お問い合せ5月の催物

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

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♪
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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アクセス、また各種SNSもやってます。

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5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～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

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
e-mail info@houzanhall.com
http://www.houzanhall.com/

2030年に向けて
世界が合意した
「持続可能な開発目標」です


