
往復はがきの事前申込もしくは
メール（oubo@houzanhall.com）での申込
①お名前　②電話番号　③住所

※１枚（件）のお申込みで5名まで可能。複数名でお申し込みの場合、代表者と参加人数

応募方法

記載内容

入場無料／定員：245名（予定）

入場無料／事前申込による先着制

2 金 第44回全国公民館研究集会・
第73回九州地区公民館研究大会鹿児島大会

第73回九州地区公民館研究大会
鹿児島大会事務局
（鹿児島県公民館連絡協議会）
099-286-5338

2023年9月利用分のホール予約会は、2022年9月1日（木）、かごしま県民交流センター（東棟3階 大研修室第1・第2）で行います。
● 県民交流センター（県民ホール）、川商ホール（市民ホール）…午前10時から　● 宝山ホール、川商ホール（第1・第2ホール）…午前10時30分から

関係者のみ12：50

16：00

17：00

10：00

17：2015：00

13 火 前川 清 ファミリーコンサート ソワード株式会社
099-223-8005

全席指定　S席 6,800円(税込)18：30

17 土 鹿児島ママブラスみゅう
第13回ファミリーコンサート

鹿児島ママブラスみゅう
090-2710-8411 （川添）

入場無料(要整理券)14：00

19
［祝日］
●月 創立40周年ツアー
鼓童ワン・アース・ツアー2022～童

公益財団法人鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

17：45

16：30
（予定)

19：45
（予定)

21：00
（予定)

18●日 第16回目のさつまの噺家による 
鹿児島特選落語名人会

鹿児島音楽文化協会
099-226-3465

全席指定　５，０００円（税込）
※未就学児入場不可

全席指定　6，０００円
　 U-25　3，０００円
※U-25は鑑賞時25歳以下対象
（U-25は当日指定席交換。要身分証）

14：00

22 木 九州管楽合奏団
鹿児島特別公演-ヨハン・デ・メイの世界-

九州管楽合奏団事務局
092-751-8257

全席自由 一般 ４，０００円
 学生 ２，５００円
 (小学生～大学生)

19：00

23
［祝日］
●金 2022マリンバ薬局Presents チャリティーコンサート
～音楽のサプリをあなたに～

（株）サティスファーマ
099-213-9118

入場無料15：00

15：30
（予定)24 土 吉野中学校吹奏楽部 第27回定期演奏会 吉野中学校吹奏楽部

099-243-2584
入場無料14：00

30 金 公益社団法人関西二期会
06-6360-4649

12：0027 火 令和4年度県高文連書道専門部シンポジウム並びに
第53回県高校書道展・第33回県高校揮毫大会表彰式

2022グランドオペラフェスティバル in Japan
関西二期会公演オペラ「ドン・ジョヴァンニ」

鹿児島県高文連書道専門部
099-251-7387（鶴丸高等学校 若松）

関係者のみ(高校生及び職員)10：00

21：0018：00

15：3025●日 WAGUMI公演 株式会社WAGUMI
050-3623-0930

指定席　３，５００円
自由席　２，０００円

全席指定 S席 7,0００円
 A席 5,0００円
 B席 3,0００円
 学生席 1,0００円

13：00

11●日 シンフォニーコンサート ウーヴェ・ハイルマン
090-3884-2424

4●日
La Operanza 第5回記念公演
オペラ「フィガロの結婚」全4幕
原語(イタリア語)上演 日本語字幕付き

La Operanza事務局
090-4992-0908（又吉）

全席指定 一般 ４，０００円
 高校生以下 １,５００円
※当日券各５００円増

全席自由　3，０００円

17：00
（予定)

20：30
（予定)

14：00

8
9
木

金

記念企画 生協コープかごしま50周年・『まい・夢』20周年
森山 良子 コンサートツアー２０２２

生協コープかごしま
099-286-1115

全席指定
(生協コープかごしま
組合員に限ります。)

21：00

15：30

19：00

13：30

9/8

9/9

9/25●日 10：30~11：15カフェOPEN／10：00～

カフェ ミニコンサート

ホール
予約会
について

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

場　所 祭りの広場
先着１０組
大人５００円、
小人（小学生以下）３００円

定　員
参加料

縄文の森の祭りの広場をフリーサイト
として開放します。普段はできない縄
文の森でのキャンプ。ゆったりとした
時間を過ごしてみませんか？

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）

申込期間 8/25（木）13：00～9/11（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 森山直太朗：アルデバラン
はしもとひでゆき：Maru
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番 悲愴 第2楽章　ほか

入場無料（要ワンオーダー）
井手口 希歩
（ピアノ）

上村 郁美
（ユーフォニアム）

次回 ＞＞＞ 10月23日（日）10：30～11：15

11/30●水　13：30～16：10
会場：鹿児島県歴史・美術センター 黎明館 2階講堂

桐野作人氏・三木靖氏 歴史講演会

避難訓練コンサート

演題：「小松帯刀
幕末薩摩藩の若き名宰相」　講師：桐野 作人氏
演題：「復元された鹿児島城御楼門
～知られざる歴史を辿る～」　講師：三木 靖氏

親子で楽しむメルヘンコンサート
＆おはなし会in山形屋

Ca
fe
 m

ini concert

9/23●金 ●祝 ・24●土

縄文キャンプ村

【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
森美紗（ソプラノ）、上野くらら（ピアノ）　ほか

【おはなし会】 メルヘン館職員

8/19（金）10：00～9/18（日）20：00
かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館の
HPより申込。
右記のQRコードより応募してください。

申込期間
申込方法

入場料金 全席指定／4,000円、U-25 2,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。　※当日各500円増　※詳しくは次号にて

場　所 展示館企画展示室 入場料 展示館利用料金

場　所 霧島市国分シビックセンター　多目的ホール

定　員 先着２００人　※要資料代
※第一部と第二部を分けての参加も可能

内　容 第一部（10：00～11：30）
「上野原遺跡と南の縄文文化～縄文文化観の転換に迫る～」
講師：南九州縄文研究会　前会長　新東 晃一 氏

第二部（13：00～14：15）
「縄文時代の植物利用について」
①明らかになった縄文人の知恵と技
講師：鹿児島県教育庁文化財課　眞邉 彩 氏
②縄文人を支えた南の豊かな森
講師：環境カウンセラー（県立埋蔵文化財センター元所長）　寺田 仁志 氏
③Ｘ線装置による第三の発掘（仮）
講師：熊本大学教授　小畑 弘己 氏

パネルディスカッション（14：30～15：20）

室内展示案内（～16：00）

第一部
（10：00～11：30）

第二部
（13：00～14：15）

パネルディスカッション（14：30～15：20）、室内展示案内（～16：00）
※第一部と第二部を分けての参加も可能

「上野原遺跡と南の縄文文化～縄文文化観の転換に迫る～」
南九州縄文研究会　前会長　新東 晃一 氏

「縄文時代の植物利用について」
①明らかになった縄文人の知恵と技
鹿児島県教育庁文化財課　眞邉 彩 氏
②縄文人を支えた南の豊かな森
環境カウンセラー（県立埋蔵文化財センター元所長）　寺田 仁志 氏

③Ｘ線装置による第三の発掘（仮）
熊本大学教授　小畑 弘己 氏

※9月17日（土）には上野原縄文の森にて開場式を行います。

上野原縄文の森は、平成14年10月５日に上野原遺
跡の保存・活用を目的として開園し、令和４年度で20
周年を迎えます。この20年のあいだ、縄文遺跡の発
掘調査が数多く行われるとともに、科学分析の進展に
より新たな調査成果が報告され、縄文時代観も変化し
てきています。さらに、令和３年７月に「北海道・北東北の縄
文遺跡群」が世界遺産に認定され、縄文文化への関心も高
まってきています。そこで今回の企画展では、開園20周年を
記念して、九州・鹿児島を中心とした南の縄文文化、中でも
祈りの精神文化に焦点を当て、北の縄文文化と比較しなが
ら探るとともに、最新の研究成果も取り上げて紹介します。

9/17●土 ～11/23●水 ●祝  まで 

開園２０周年記念 第64回企画展

南の縄文文化
～縄文人の心を探る～

〜
縄
文
人
の
心
を
探
る
〜

10/22●土 　10：00～16：00

上野原縄文の森開園20周年記念
かごしま遺跡フォーラム
（霧島市教育委員会 きりしま歴史散歩と共催）

災害発生時の対策を考える避難訓練コンサートを開催します。
実際の公演中に災害が起こることを想定し、避難訓練を実施。
訓練後は、ミニコンサートをお楽しみください。
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
定員 300人（先着順）

チケット好評発売中
セット券の販売は

いよいよ9/17（土）まで

9/19●月 ●祝　17：00 開場　17：45 開演 

創立40周年ツアー

鼓童ワン・アース・
ツアー2022～童（わらべ）

「生命の音（リズム） 魂の躍動」
太鼓芸能集団 鼓童による公演。
入場料金

伝統芸能の第一人者withスペシャルゲスト上妻宏光コンサート［2023.３/19（日）］とのセット券

全席指定／6,000円、U-25 3,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
★U-25は鑑賞時25歳以下対象
（U-25は当日指定席座席券交換。要身分証）

セット料金／10,000円（内訳：鼓童6,000円→5,500円＋伝統芸能5,000円→4,500円）
※U-25のセット券はなし　※ミューズ割引との併用不可

©岡本隆史

事前申込による抽選制（定員：約20名まで、コロナ対策のため、お席は指定させていただきます。）

出演

申込フォーム（右記QRコード）もしくは往復はがきの事前申込
①氏名　②住所　③連絡先　④同伴者の名前　※1枚（件）のお申込みで5名まで可能

申込方法

入場無料／要事前申込

10/19●水 　13：30 開場　14：00 開演

宝山プレゼンツ 森麻季ソプラノ・リサイタル

裏表紙も
要チェック！

2023.1/15●日 　13：15 開場　14：00 開演　

応募締切
11/23（水・祝）必着
（定員に達し次第締切）

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

9/10（土）10：00～

9/11（日）10：00～

9/10（土）13：00～

9/4（日）10：00～ 9/11（日）13：00～

一般発売

縄文の森で
キャンプを楽しもう！

対で埋められた
壺形土器

（上野原遺跡）

※写真は昨年の公演の様子です。

9/19●月 ●祝
会場：山形屋文化ホール（山形屋 2号館 6階）

①13：00～13：45
②14：30～15：15

web申込み
フォーム

web申込み
フォーム

上野原縄文の森開園20周年記念

かごしま遺跡フォーラム
（霧島市教育委員会「きりしま歴史散歩」と共催）

10月22日■土　10：00～16：00
場所／霧島市国分シビックセンター 多目的ホール 
定員／先着200人（要事前申し込み）　※要資料代

九州国立博物館所蔵
［伝青森県出土　屈折像土偶］

撮影者：落合 晴彦

九州国立博物館所蔵
［土偶］

撮影者：落合 晴彦

九州国立博物館所蔵
［土偶］

撮影者：落合 晴彦

上野原遺跡
［土偶］
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9月17日■土　  11月23日■水 ■祝
展示場所／上野原縄文の森　企画展示室
観覧料金／展示館利用料金
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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

SNSでも情報発信 上野原縄文の森で検索

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.jp

2022

9
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ9月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.245


