
2 火 三山ひろしコンサート2022
～歌う門には夢来たる！～

鈴木企画
099-258-6360
092-406-5960

2023年8月利用分のホール予約会は、2022年8月1日（月）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。

全席指定 S席 6,500円
 A席 5,000円16：0014：00

3 水 第43回霧島国際音楽祭2022
キリシマ祝祭管弦楽団公演

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

全席指定 S席 6,500円
 A席 4,500円
 A席（U-25） 3,000円

21：0019：00

17 水 九州吹奏楽コンクール
鹿児島県代表（中学校Aの部）応援コンサート

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

全席自由 一般 2,500円
 高校生以下 1,500円14：00

16：3014：306 土 THE 38th 2022 ゆうこジャズダンス・カンパニー
YJDC Summer Festival

YJDC
080-3184-6094（東）

全席自由 2,200円

16：0014：00

15：00
（予定）13：00

10 水 鶴丸高等学校第45回定期演奏会 鶴丸高等学校
099-251-7387

入場無料（要整理券）

入場無料（要整理券）
コロナ対策につき、整理券の裏に
氏名、連絡先の要記入。

13 土 鹿児島県内のウクライナ避難民応援企画
チャリティ音楽祭
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市民劇場８月例会
Pカンパニー 「はだしのゲン」

鹿児島市民劇場
099-224-2888

音楽館Rain
099-226-8464

入会費 ２，０００円
会　費 ２，４００円（学生１，０００円）

17：0010：307●日 第38回鹿児島県合唱フェスティバル 鹿児島県合唱連盟事務局
070-2014-1314

全席自由 500円

8/21●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

講　師
場　所 園内

鹿児島県立博物館職員
４０人程度
（小・中学生の親子）
無料

定　員

参加料

場　所 体験広場
先着50人
400円（一人）

定　員
参加料

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

場　所 展示館企画展示室
入場料 展示館利用料金

“霧島市”には、今回、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など貴重な文化財
が数多く存在します。そこで今回は、“霧島市”から出土
した考古資料にスポットを当て、展示・紹介を行います。

縄文の森でキャンプを楽しもう！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？

夜の縄文の森で、講師の解説を聞
きながら秋の星座を観察しよう。

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 7/21（木）13：00～8/7（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 R.シュトラウス：万霊節
G.ガーシュウィン：Someone To Watch Over Me
平井夏美：瑠璃色の地球　ほか

入場無料（要ワンオーダー）
瀬戸口 茜

（トランペット）
井上 美涼
（ピアノ）

次回 ＞＞＞ 9月25日（日）10：30～11：15

開催中 ～8/31●水  まで 

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～

チケット好評発売中　※セット券の販売は9/17（土）まで

チケット好評発売中

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

避難訓練コンサート

（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。

10/19●水 　14：00 開演

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）

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
※詳細については、次号にてお知らせいたします。

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

9/10●土　15：30～18：00
縄文村の十五夜まつり

8/3●水　18：15 開場　19：00 開演（18：50～指揮者 鈴木優人によるプレトーク）
キリシマ祝祭管弦楽団公演
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第43回

8/17●水　13：15 開場　14：00 開演

九州吹奏楽コンクール

鹿児島県代表（中学校Aの部） 応援コンサート

どんぐりイベント

9/23●金 ●祝 ・24●土

縄文キャンプ村

9/23●金 ●祝　18：30～20：00
縄文の森から星座を観察しよう
縄文の森不思議探検 第１回

マエストロ鈴木優人と凄
腕・祝祭管メンバーが高
らかに歌い上げるチャイ
コフスキーの名曲。今、注
目の谷昂登が宝山ホー
ルのステージに初登場！

九州吹奏楽コンクールに
出場する鹿児島県代表校を
応援しよう！
代表校は、7/28（木）～7/30（土）に開催さ
れる「第67回鹿児島県吹奏楽コンクール
（中学校Aの部）」において決定します。決定
し次第、宝山ホールHPでお知らせします。

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 Op.23　ほか

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。

チケット好評発売中

入場料金 全席自由／一般2,500円、高校生以下1,500円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。

鈴木優人（指揮） 谷昂登（ピアノ）
Ⓒ井村重人

昨年の公演の様子です。

ⒸMarco Borggreve

破砕鏡
（本御内遺跡）

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♪

8/27●土 ・28●日  　10：30～15：30

内容 ミニミニコンサート、アート作品作り、縄文体験
調査速報（出土品の展示・考古学講座）
挑戦！クイズラリー
8/27（土）：ステージ体験「あなたが主役！」
8/28（日）：宝山ホール探検隊
　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

入場無料

要事前
申　込
入場無料

20222022

20222022

©岡本隆史

※過去のステージ体験「あなたが主役！」の様子です。

体験広場で餅つきや綱引きを
して、日本の伝統行事である
十五夜を楽しみませんか？

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。）

18 木 届け !わたしたちの思い
英語・国語スピーチコンテスト

ライオンズクラブ国際協会
337-D地区レオクラブ
099-297-6663

入場無料10：00

21：0019 金 鹿児島オペラ協会創立50周年記念事業
鹿児島オペラ協会 2022名曲コンサート

(一社)鹿児島オペラ協会
080-6454-8384

19：00

15：00

12：00
15：00

23 火 第21回九州地区高等学校生徒商業研究発表大会 鹿児島県高等学校商業教育協会
099-248-3290入場無料10：00

16：0020 土 第31回 メダカのコンサート メダカの学校かごしま
099-257-8143

全席自由 一般 １，０００円
 大学生以下 ５００円
幼児・障碍者 無料　

全席自由 一般 2，０００円
 高校生以下 ５００円

14：00

16：00
（予定）21●日 来日60周年記念 ベンチャーズ ジャパン・ツアー2022

鹿児島音協
099-226-3465

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

全席指定 8,8００円
 おトク券（2枚券） 17，０００円
 3枚以上は、１枚 8，０００円
※未就学児入場不可

14：00

29 月 朗読劇泉ピン子の「すぐ死ぬんだから」 鹿児島音協
099-226-346514：00

15：00
（予定）

16：30
（予定）

27
28

土

●日
8/27　ステージ体験 あなたが主役！

8/28　舞台裏探検

（公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221

入場無料

要事前申込

13：00

11：00
14：00

要事前申し込み

申込期間
７/２３（土）～
８/２３（火）

（応募多数の場合は抽選）

曲目

一番勉強してきた
チャイコフスキー
の協奏曲を祝祭管
と一緒に演奏でき
るのは本当に嬉し
いので、ぜひ皆さ
んお聴きください。

コメントが届きました！
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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
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https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ8月の催物
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