
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

9/3（土）10：00～17：00

9/3（土）13：00～

9/4（日）10：00～

9/4（日）13：00～

9/4（日）10：00～

一般発売

8/1：フルートクラス

8/2：室内楽クラス
9：00～17：00
（7/20～8/31の土日祝は19：00まで　入園は閉園の30分前まで）開催中 ～9/11●日  

特別企画展  植松奎二 展
ナンセンスな旅への招待－みることの夢

関連イベント

観覧料 一般 800（600）円／高大生 600（400）円／小中生 400（300）円
＊（   ）内は前売り又は20人以上の団体料金

1
2
月

火
オープン・
レッスン

みやまコンセール
0995-78-8000

一般／1,000円
高校生以下／500円
※事前予約不要
※当日小ホール入口にて受付をします。

一般／2,000円
高校生以下／1,000円

一般／4,500円
高校生以下／3,000円

一般／6,000円
高校生以下／4,500円

13：009：30

8/4：（主ホール）チェロクラス

（小ホール）フルートクラス

（小ホール）室内楽クラス

8/5：（主ホール）ピアノ/ 青柳クラス

（小ホール）ヴァイオリン / 藤原クラス

（主ホール）ピアノ/ ヴィルサラーゼクラス

（小ホール）ヴァイオリン / エルベンクラス

4
5
木

金
スチューデント・
コンサート

みやまコンセール
0995-78-8000

みやまコンセール
0995-78-8000

みやまコンセール
0995-78-8000

入場無料
※事前予約不要
※開演15分前から受付開始

16：0014：00

6 土

7●日

霧島国際音楽祭賞
受賞者ガラ・コンサート

ファイナル・コンサート

エリソ・ヴィルサラーゼ
ピアノ・リサイタル

13：0011：00

17：3015：30

15：0013：00

20：00

16：30

16：00

20：00

19：30

17：30

14：00

14：00

17：30

17：30

チケット好評発売中

9/24●土　14：00 開演

ＬＥＯが新たな世界を創る、奏でる、切り拓く。

演奏曲目 モーツァルト：幻想曲ハ短調K.396、 「リゾンは眠った」による9つの変奏曲K.264
ロンド　イ短調K.511、 幻想曲ハ短調K.475、 ピアノ・ソナタ第14番ハ短調K.457

シ ョ パ ン：ワルツ第19番イ短調、 バラード第2番ヘ長調Op.38
ノクターン第７番嬰ハ短調Op.27-1、 ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2
バラード第3番変イ長調Op.47

※やむを得ない事情により、曲目が変更になる場合がございます。

出演団体
［特別ゲスト］MALTA（サクソフォンプレーヤー）
［出演団体］7団体（予定）

霧島市立高千穂小学校金管バンド
チアフルウィンズ
Realdeal Music Orchestra　他

［総合司会］濵田佑美（ＭＢＣ南日本放送）

出演者 ＬＥＯ（箏）、ロー磨秀（ピアノ）
藤倉大：箏協奏曲より
伊福部昭：日本組曲より
沢井忠夫：鳥のように　　他

※かごしまミューズ・クラブ会員ご本人様は無料、会員様同伴3名様まで1割引で購入できます。
※会員特典のご利用は、みやまコンセールへお申し込みください。（ただし、一般発売日以降は、宝山
ホールでもご利用になれます。）
※公演当日の入会は、無料招待の対象外です。事前の入会手続きが必要となります。
※「かごしまミューズ・クラブ会員無料ご招待券」のWeb予約・購入はできません。
　お電話または窓口へお申し込みください。

予定曲目

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ＬＥＯ（箏）×ＣＬＡＳＳＩＣ
～箏リサイタル～

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

20222022

7/15（金）14：00～
●オープニングセレモニー・オープニングトーク「みることの夢への旅」
　越智裕二郎（西宮市大谷記念美術館館長）×植松奎二

7/16（土）14：00～15：30
●トークイベント「生まれ続ける彫刻」
　光田由里（美術評論家・多摩美術大学教授）×大槻晃実（芦屋市立美術博物館学芸員）×植松奎二
　＊定員45名（当日12：30より観覧整理券を配布）

8/13（土）14：00～16：00
●子どもも大人も楽しいワークショップ－「行為とかたちに触れる旅」
紙と鉛筆と簡単な行為で驚くような視覚体験ができます。
＊定員／16名（抽選により決定、どなたでも参加できます）
＊申込方法／本館ホームページもしくは電話（おひとりにつき２名まで申込可能）
＊申込締切／７月24日（日）

8/7（日）・21（日）・28（日）14：00～　※野外常設展の園内ツアーは12：30からスタートします
●学芸員によるギャラリートーク

＊ いずれのイベントも当日付の植松奎二展観覧チケットが必要です。
＊ 関連イベントの詳細はホームページ等でご確認ください。

「ペットボトルで
ランプシェードをつくろう」

7/30●土

夏の のご案内

講師 岩﨑美紀(霧島市立牧園中学校教諭)

「手のひらサイズの本を作ろう」8/20●土
講師 塩満幸香(鹿児島県立福山高等学校講師)

「作ってあそぼう、貝合わせ」8/27●土
講師 平野良光(霧島市立国分中央高等学校教諭)

会　場
定　員

多目的スペース
15名（どなたでも参加できます）

※要予約。詳しくは本館ホームページをご覧ください。

時　間
参加料

13：30～（2時間程度）
入園料の他に200円

野外音楽フェス～みやまの森の響き～
10/16●日 　13：00 開演

エリソ・ヴィルサラーゼ ピアノ・リサイタル
8/6●土 　15：00 開場　15：30 開演

©Nikolai Puschilin

みやまコンセールが！霧島アートの森が！
上野原縄文の森が！埋蔵文化財調査センターが！
宝山ホールに集結！それぞれの施設をプチ体験。
宝山ホールで１日あそぼう♪
内容／ミニミニコンサート、ミニラッパづくり、アート作品作り

縄文体験、土器ドキクラフト！、考古学講座、舞台裏探検
プレゼントがもらえちゃう♪挑戦！クイズラリー
ステージ体験「あなたが主役！」　ほか

会場／宝山ホール
10：30～15：308/27●土 ～28●日 ステージ体験

 「あなたが主役！」
8/27●土 　13：00開演
公募で選ばれた団体（個人）による、楽しいステージ♪
出演／島 安季穗（歌）、My Favorite Sax Band（サクソフォンアンサンブル）

島津詩慶藩（よさこい踊り）、dance studio spellbinders（ダンス）
市民参加型音楽劇「ソラウタ」（歌とダンス）
Hush×Hush（K-POPダンス）
鹿児島益山一輪車クラブ（一輪車演技・パフォーマンス）

※写真は過去の公演の様子です。

チケット発売／かごしまミューズ・クラブ会員　先行予約電話受付 7/16（土）10：00～入場料金 全席指定／一般3,000円　学生1,500円

和楽器界の新星LEO（今野玲央）。箏の魅力と可能性、そして、日本らしい音楽と
西洋音楽、双方の世界観が共存するプログラムをピアノとともに。

大自然の真ん中で音楽愛を抱きしめる!
鹿児島県内で活躍している音楽団体を広く紹介するとともに、
出演団体相互の交流を深めることを目的として、毎年開催して
いるコンサート。

入場料金
全席自由（税込）　一般1,000円　学生・幼児（3歳以上）500円　0～2歳無料
※0歳児から入場できます。
［雨天時、主ホールで開催する場合のご案内］
（1）前売り券をお持ちの方が優先入場できます。
（2）0～2歳のお子様であっても、座席を使用する場合は有料となります。（膝抱き無料）

0 歳から
楽しめるちぇろ！
今年の特別演奏は
JAZZちぇろ！

野外作品《浮くかたち－赤》の作者 植松奎二による個展。知と未知との境から
生み出される作品をとおして、世界との関わりの中に新しい意味を見つけ出そ
うとする植松の時空を超えた旅を体感するものとなります。

＜作家紹介＞植松奎二
1947年兵庫県生まれ。美術家。1975年渡独。
ヴェネツィア・ビエンナーレ日本代表選出
（1988）。第38回中原悌二郎賞（2013）・兵庫
県文化賞（2021）受賞。主な個展にストックホ
ルム近代美術館（1976スウェーデン）、PS1
（1981ニューヨークアメリカ）、西宮市大谷記
念美術館（1997・2006兵庫）、北九州市立美
術館（2003福岡）。グループ展に「Performing for the Camera」（2016 テートモダ
ン ロンドン イギリス）ほか国内外で多数開催。主なパブリックコレクションに兵庫県立美
術館、西宮市大谷記念美術館、国立国際美術館、神奈川県立近代美術館、カルティエ現
代美術財団、ブレーメン美術館、MoMA NY、鹿児島県霧島アートの森 ほか。

かごしまミューズ・クラブ
会員無料ご招待！！

①ビニールシート
芝生の席ではシートが
あると便利ちぇろ！

③雨具
備えあれば
憂いなしちぇろ！

②はおりもの
夕方になると、10月の霧島
は寒さを感じるちぇろ。カー
ディガンなど1枚はおりもの
があると、安心ちぇろ♪

ある
と便
利

ちぇ
ろ♪

おすすめの携帯品

〒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。

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 お問合せ8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

SNSでも情報発信 みやまコンセールで検索


