
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。

入場料金／S席 8,000円　A席 6,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。

後援／鹿児島市、鹿児島市教育委員会協賛／

会場・お問い合わせ／ （099-223-4221）

ホール予約会について 2022年11月利用分のホール予約会は、2021年11月1日（月）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。

3
［祝日］
■水 ザ・フォークコンサート2021in鹿児島 16：0014：00 鹿児島音楽文化協会

099-226-3465

全席指定 6,500円
U-25 3,000円
（鑑賞時25歳以下・当日座席指定・
要身分証）※未就学児入場不可

5 金 山内惠介コンサート2021 16：0014：00 鹿児島音楽文化協会
099-226-3465

全席指定 7,200円
※未就学児入場不可

13 土 鹿児島県立短期大学文化祭 17：3014：00

16：2013：00

鹿児島県立短期大学
099-220-1112

関係者のみ

入場無料
※粗品引換券持参の方に粗品あり

20 土 宮井紀行ワンマンライブ2021"一番星"
～一緒に頑張っていこうまだ何も始まっていないじゃないか～

20：45
（予定）

19：00 Regalot
099-813-7700

全席指定 4,000円

21■日
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト

コンサートツアー2021
未定14：30

株式会社サンライズプロモーション西日本
株式会社キョードー西日本
0570-09-2424

全席指定 6,800円

12 金
鹿児島県年金協会
099-257-8445

10
11

水

木
第74回鹿児島県高等学校演劇祭 県大会

鹿児島県年金協会 鹿児島支部 会員のつどい

16：50

17：00

13：30

9：15

11/10

11/11

鹿児島県高等学校演劇連盟事務局
（開陽高校全日制 担当 今徳)

099-263-3733（代表）
関係者のみ

27
28

土

■日
鹿児島県文化センター開館55周年記念

宝塚歌劇宙組全国ツアー公演

16：30
21：00

13：30
18：00

11/27

15：00
19：30

12：00
16：30

11/28
（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

全席指定 S席 8,000円
 A席 6,000円

予定枚数に達しました

7■日 鹿児島交響楽団第95回定期演奏会 17：00
（予定）

15：00 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）

6 土

待ってましたの風物詩　日本最大東西落語夢の祭典
第十五回 三遊亭円楽プロデュース

博多・天神落語まつり鹿児島公演

【竹丸座長の東西会】

15：1513：00 鹿児島音楽文化協会
099-226-3465

全席指定 6,000円
※未就学児入場不可

4 木
令和3年度

第28回鹿児島県高校生徒理科研究発表大会
ーー

鹿児島県高文連自然科学専門部事務局
（鹿児島県立錦江湾高等学校　担当 石澤）

099-261-2121
関係者のみ

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

要事前
申込み
募集中

follow me♪

縄文の森で採れる植物を使った、
オリジナルのリースを作ろう！

周遊観光バスの海コース（西郷どん号）の
乗車者を対象に、案内付きで展示館や屋外
展示を紹介します。記念写真のプレゼント
やどんぐり茶、どんぐりドーナツなど様々
なおもてなしもご用意しています。

■定　員／小学生以上30人程度
（※小学生は保護者同伴）

■場　所／展示館2階休憩所
■参加料／500円

■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）

12
4

［土］

つくってドキどき体験 第4回

縄文リースを作ろう

河口貞徳氏の軌跡Ⅳ

1
14

2022

開催中▶

［金］まで

河口コレクション紹介コーナー

■主演／真風 涼帆、潤 花

■演目／

昼公演／開演13：30
夜公演／開演18：00

昼公演／開演12：00
夜公演／開演16：30

鹿児島県文化センター開館５５周年記念

宝塚歌劇宙組全国ツアー公演

11
27［土］

11
28［日］

©宝塚歌劇団

令和3年度 ユニークベニュー活用促進事業（鹿児島県）

11
21

［日］

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）

10：00～
12：00

12
5

［日］

霧島周遊観光バスタイアップ事業

大人向け特別体験
「特別な時間」

12/12（日）に開催を予定しておりました「2021かごしま県民第九演奏
会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来場者の皆さま、
並びに出演者の健康・安全を最優先に考慮し、中止を決定しました。ご
来場やご参加を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をおかけし
ますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。なお、詳細につ
きましてはMBCホームページをご覧ください。

2021 かごしま県民第九演奏会
中止のお知らせ

■入場料金／S席 8,000円　A席 6,000円　※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。 予定枚数に達しました。

ミュージカル・ロマン
『バロンの末裔』
作・演出／正塚 晴彦

貴族階級の支配が崩れ去った20世紀初頭のスコット
ランドを舞台に、男爵家に生まれた男が、双子の兄の
婚約者への叶わぬ想いを胸に抱きながらも、愛する土
地と人々を守る為、貴族的な潔さでダンディに生き抜
く姿を描いた物語。1996年、月組の久世星佳のサヨナ
ラ公演として上演され、心揺さぶる主題歌と共に鮮烈
な印象を残した作品の初の再演となります。

ショー・トゥー・クール
『アクアヴィーテ（aquavitae）！！』～生命の水～
作・演出／藤井 大介

香り高く、味わい深い、大人の飲み物ウイスキーをテーマにし
たショー『アクアヴィーテ！！』は、2019年に上演され、大好評
を博した作品。個性的なウイスキーからイメージした数々の場
面において、スタイリッシュでクールな格好良さを持つ真風涼
帆を中心とした宙組メンバーの多彩な魅力をお届け致しま
す。全国ツアー版としてブラッシュアップした『アクアヴィー
テ！！』の香り豊かな世界を、是非ご堪能ください。

濵田 千幸（ピアノ）柳田 竜志（ファゴット）

12
19

［日］

池田 悠乃（ピアノ）本田 浩平（津軽三味線）

14：25～15：15［滞在時間］

お正月に向けて、
正月飾りや干し柿を作ります。

■場　所／体験広場
■定　員／50人程度
■昼食代等／400円（一人）
（正月飾りの材料代は、別途500円）

12
18
［土］

縄で作る正月飾り＆
干し柿作り

どんぐり
イベント

10：00～14：00

要事前申込み
募集中

[11/19(金)まで]
※応募多数の
場合は抽選

要事前申込み
受付中

[11/20(土)正午まで]
※応募多数の
場合は抽選

新年に向けて、自然素材を使った
門松を作ります！

■場　所／体験広場
■定　員／小学生以上15グループ
■費　用／1,500円（１グループ一対）

12
19
［日］

門松を作ろう
10：00～12：00

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。

■場　所／展示館常設展示室
■入場料／展示館利用料金

11.27
昼公演 13：30開演
夜公演 18：00開演

土

11.28
昼公演 12：00開演
夜公演 16：30開演

日

©宝塚歌劇団
主演／真風 涼帆、潤 花
演目／ミュージカル・ロマン『バロンの末裔』　作・演出／正塚 晴彦

ショー・トゥー・クール『アクアヴィーテ（aquavitae）！！』～生命の水～　作・演出／藤井 大介 好評につき
予定枚数に
達しました

主催／宝山ホール

■曲目（予定）／A.ピアソラ / リベルタンゴ
C.ドビュッシー / 夢想　ほか

■申込期間［申込方法は下記参照］　10/21［木］13：00～11/7［日］17：00

■曲目（予定）／津軽じょんがら節（青森県民謡）
秋田荷方節（秋田県民謡）　ほか

■申込期間［申込方法は下記参照］　11/18［木］13：00～12/5［日］17：00

11月の催物 開演 終演 入場方法 お問い合せ

Event
Calendar

ikoi
vol.235

（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。

@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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