
上野原縄文の森

事前申込による抽選制（定員：約20名まで）

■ 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。

カフェ
Cafe mini

コンサート
Concert

ミニ 日曜の朝にカフェで
音楽をお楽しみください。

＊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。

ホール予約会について 2023年1月利用分のホール予約会は、2022年1月6日（木）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。

9■日
文化鑑賞会『まい・夢』第65回例会

林 英哲　新春和太鼓コンサート
16：0014：00

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。

22 土 東京大衆歌謡楽団 鹿児島公演 15：1513：30

15：409：40

16：00
（予定）

14：00

KTS鹿児島テレビ
099-285-8966

全席指定
　前売り 4,500円
　当　日 5,000円

関係者のみ

全席自由
　一般 800円
　高校生以下 400円
　未就学児無料
※当日各200円増し

29 土 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）

30■日 70周年記念定期演奏会
鹿児島大学学友会管弦楽団
kadaioke0722@gmail.com

15
16

土

■日
第55回 鹿児島県中学校音楽コンクール

 「春の祭典」
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鹿児島県中学校教育研究会
音楽部会事務局

ー

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 follow me♪

海と活きた古代人Ⅱ
～古墳時代から近世の鹿児島～

3
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2022

開催中▶

［日］まで

第６２回企画展

第６２回企画展講演会

宝山ホールご利用案内

令和3年度 ユニークベニュー活用促進事業（鹿児島県）

10：30～11：15　カフェの開店時間は10：00～
■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）

縄文の森で採れた木の実などの素材を
使って、染め物体験に挑戦しよう。

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。

■定　員／小学生以上30人程度
（※小学生は保護者同伴）

■場　所／体験学習館
■参加料／500円

■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

つくってドキどき体験　第５回

森の実で染め物体験をしよう
10：00～12：00

要事前
申込み
募集中

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

要事前申込み
受付中

[2022.1/29(土)
正午まで]
※応募多数の
場合は抽選

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

令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）は休館いたします。
・年内は12月28日（火）19時まで開館いたします。
・年明け1月4日（火）より通常どおり開館いたします。

年末年始の開館について
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。

■会議室（5室）
定員各20～100名の会議室
※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等の
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。

利用時間／9:00～22:00
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［日］

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。

アーティストバンク登録
オーディション参加者募集

本県にゆかりがあり、これからの活躍が期待さ
れる優秀な若手芸術家をアーティストバンク
に登録し、その芸術・文化活動を支援します。
■オーディション開催日／2022年2月26日（土）

アーティストバンク登録について

■部門／音楽部門、舞踊部門、演劇部門
■登録期間／3年間　　■登録料／3,000円（3年間）
■登録者への支援
・アーティストバンクホームページでプロフィールを紹介します。
・公演開催、講習会参加、コンクール出場について、費用の一部を助成します。（条件あり）
・財団主催のコンサートやワークショップ等のイベントに出演する機会があります。　ほか

※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、宝山ホールまでお問い合わせください。

キャラバン・コンサートのご案内

（公財）鹿児島県文化振興財団及び宝山ホールでは、宝山室内アンサンブ
ルやアーティストバンク登録アーティスト（音楽・舞踊）を県内の学校や文
化施設等に派遣し、公演を開催する「キャラバン・コンサート」を実施して
います。ご予算や会場の広さに合わせた内容の編成が可能です。お気軽に
お問い合わせください。

新規ボランティアスタッフのご案内

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）
※公演・広報の重複の参加も可能。※詳細については、次号以降にお知らせいたします。

協賛企業募集について

宝山ホールが主催する公演に賛同いただける企業様を募集
しています。
特定の公演をお選びいただき、当該公演の際に貴社のPRにつながる特典
を提供します。
■特典／チラシ等に協賛社名を明記いたします。
■協賛／5万円（一口）　　■アップルシート協賛／3万円（一口）
※アップルシートとは、子どもたちを応援する地元企業によって購入していただいた宝山ホール自主文
化事業公演のお席（アップルシート）に県内の子どもたちを無料で招待するものです。
※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、宝山ホールまでお問い合わせください。

応募締切

1/28（金）
必着

■曲目（予定）／J.パッヘルベル：カノン
F.タレガ：アルハンブラ宮殿の想い出　ほか

1
23

2022

［日］

崎山 智華（ソプラノ）

桐めぐみ・濱田貴志ギターデュオ

白石 有佳理（ピアノ）

■曲目（予定）／ランゲ：花の歌（ピアノソロ）、シューマン：献呈
シューマン：ズライカの歌　ほか

申込期間［申込方法は下記参照］ 12/23［木］13：00～2022.1/9［日］17：00

申込期間［申込方法は下記参照］ 2022.1/20［木］～2022.2/6［日］17：00

2022

2
12
［土］

2022

■講　師／池田　榮史　氏
（國學院大學 研究開発推進機構 教授）

■定　員／100人程度（要事前申込み）
■場　所／霧島市国分シビックセンター

多目的ホール
■資料代／100円

2
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［土］

鷹島神崎遺跡と
水中考古学10：00～12：00

2022

蒙古襲来（元寇）で
使用された「てつはう」
（鷹島神崎遺跡：長崎県松浦市教育委員会蔵）

開催中！！3/6●日 まで令
和
4
年

蒙古襲来（元寇）で使用された「てつはう」
（鷹島神崎遺跡：長崎県松浦市教育委員会蔵）

陶邑古窯址群（大阪府南部）で製作された樽形はそう
（上小原古墳群：鹿屋市）

中国製の青磁碗
（芝原遺跡：南さつま市）

1月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event
Calendar
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（公財）鹿児島県文化振興財団月刊情報誌
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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。

@houzanhall01
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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