
往復はがきの事前申込（申込先：宝山ホール）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）

1 火 梅沢富美男劇団 特別公演 ソワード（株）
099-223-8005全席指定　６,8００円(税込)14：00

18：00

12 土 鹿児島県立短期大学文化祭 鹿児島県立短期大学自治会
099-220-1112関係者のみ12：35

5 土
第十六回 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
国盗物語～鹿児島市編～

鹿児島音楽文化協会
099-226-3465
（9:00～17:00土・日・祝を除く）

全席指定　６,0００円
※未就学児入場不可

13：00 15：30（予定）

16：15
20：15

9
10

水
木
第75回鹿児島県高等学校演劇祭 県大会

鹿児島県高等学校演劇連盟事務局
(鹿児島情報高校 担当 大庭)
099-268-3101（代表）

関係者のみ
13：30

9：15

11/9

11/10

16：50

17：00

15：20

15 火 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

全席自由 一般２，０００円
 高校生以下５００円19：00 21：00

16 水 鹿児島県年金協会鹿児島支部 会員のつどい 鹿児島県年金協会
099-257-8445

入場無料
粗品引換券持参の方に粗品あり

入場無料（要整理券）

13：00 16：20

14：00 15：30

18 金 天童よしみの夢一番星 西日本宝くじ抽せん会 株式会社BS-TBS
03-5575-2250

鹿児島県小学校器楽合奏教育研究会
099-243-0576
（鹿児島市立川上小学校  担当 丸田）

鈴木企画
イズム
048-872-1113

入場無料 (要整理券)
受付時に座席券を配布

入場無料

全席自由　４，０００円

15：30 17：00

全席指定
プレミアムシート 7,5００円18：00 20：00（予定）

－ －

24 木 鹿児島国際大学音楽学科吹奏楽演奏会 津曲学園 鹿児島国際大学
099-263-0773

陸上自衛隊第8師団
096-343-3141

入場無料 (要整理券)
※電話でのお問い合わせの他、演奏会当
日の会場受け付けにて、入場整理券の
入手可能。

18：30 20：00

25 金 ローマの休日 全編上映ライブコンサート
ローマ・イタリア管弦楽団

鹿児島音楽文化協会
099-226-3465
（9：00～17：00土・日・祝を除く）

全席指定 ８，０００円
 U-２５ ３，０００円
(25歳以下・当日座席指定・要身分証)

18：30 20：30
（予定）

27●日 第25回(公社)日本舞踊協会鹿児島県支部公演 (公社)日本舞踊協会鹿児島県支部
090-3986-516812：00 15：00

19 土 鹿児島県小学生バンド演奏会

23
［祝日］
●水 第10回 巡回演奏会（鹿児島）

20●日 KAGOSHIMA JAM CAMP

13●日 鹿児島交響楽団 第９７回定期演奏会 公益社団法人鹿児島交響楽団
099-223-3093

全席自由 一般２，０００円
（当日２，２００円）

 高校生以下１，０００円
（当日１，２００円）

15：00 17：00（予定）

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

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

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

入場料金
全席指定／一般 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

アップルシート応募締切：11/15（火）必着

アップルシート
（子ども無料招待席）
web申込みフォーム

定　員 先着５０人程度
場　所 縄文の森体験広場
参加料 １組５００円　※昼食代として、別途１人４００円が必要

場　所 霧島市国分シビックセンター　多目的ホール

場　所 展示館企画展示室
入場料 展示館利用料金

定　員 先着２００人
資料代 500円程度

内　容 第一部（10：00～11：30）
「上野原遺跡と南の縄文世界～縄文文化観の転換に迫る～」
第二部（13：00～14：15）
「縄文時代の植物利用について」

上野原縄文の森開園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、世界遺産に登録された「北の
縄文文化」と比較するとともに、
最新の研究成果も紹介します。

開催中 ～11/23●水 ●祝  まで 

開園２０周年記念 第64回企画展

上野原縄文の森開園20周年記念

南の縄文文化
～縄文人の心を探る～

10/22●土 　10：00～16：00

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）

お正月に向けて家族で正月飾りや干し柿を作ろう！

12/17●土 　10：00～14：00 

どんぐりイベント

縄で作る正月飾り＆干し柿作り

11/20●日 10：30~11：15カフェOPEN／10：00～

カフェ ミニコンサート

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 10/20（木）13：00～11/6（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 F.シューベルト：ます
夜スミレ
月に寄せて　ほか

曲目 作詩：野上彰、作曲：小林秀雄「落葉松」
ヘンデル：歌劇『リナルド』より

「涙の流れるままに」　ほか

出演 伝統芸能の第一人者（12月初旬発表！）
ゲスト：上妻宏光（三味線）、佐藤雄大（ピアノ）

入場無料（要ワンオーダー）

白石有佳理
（ピアノ）

冨松大幹
（テノール）

次回 ＞＞＞ 12月25日（日）10：30～11：15

Ca
fe
 m

ini concert

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。）

山岸茂人（ピアノ）
撮影：横井明彦

宝山プレゼンツ 森麻季ソプラノ・リサイタル
2023.1/15●日 　13：15 開場　14：00 開演　

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

令和４年度 かごしま夢舞台支援事業

2023.3/19●日 　13：30 開場　14：00 開演　

チアフルウインズ コンサート
12/29●木 　18：30 開場　19：00 開演
※令和4年3月29日に予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止等の観点から、
　開催が延期となりました。

2022 かごしま県民第九演奏会
中止のお知らせ

応募締切
11/23（水・祝）必着
（定員に達し次第締切）

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

日本を代表するオペラ歌手。
彼女の歌には‘明日への祈り’がある

あの伝統芸能の第一人者と、“伝統と革新”を追求し
続ける三味線奏者、上妻宏光とのコラボが実現！

地域で活動している劇団やオーケストラなどで、これまで大舞台で
上演機会のないアマチュアの芸術文化団体に、当財団が宝山ホール
での公演の機会を提供している事業です。

2023年11月利用分のホール予約会は、2022年11月1日（火）午前10時から、かごしま県民交流センター（西棟2階中ホール）で行います。ホール予約会について

森麻季（ソプラノ）
©Yuji Hori

12/18（日）に開催を予定しておりました「2022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。

チケット好評発売中

入場料金 全席指定／一般 5,000円、U-25 3,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。　※当日各500円増

入場料金 全席自由／一般 1,000円、高校生以下 500円、未就学児無料
お問い合わせ／チアフルウインズ事務局（090-7299-8308）
主催／チアフルウインズ、（公財）鹿児島県文化振興財団

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

12/10（土）13：00～

12/11（日）10：00～

12/11（日）10：00～

12/10（土）10：00～ 12/11（日）13：00～

一般発売

上野原縄文の森 開園20周年記念

様々な団体が出演する
ステージパフォーマンスは必見！
人気のクイズ大会も両日開催♬

みんなで楽しく
古代の人々の生活を
体感しよう！

九州歴史資料館（福岡県）

国民スポーツ大会
鹿児島佐賀エールプロジェクト

VR古代体験

宮崎県立西都原考古博物館
（宮崎県）

石包丁作り体験
吉野ヶ里歴史公園（佐賀県）
鋳込み体験

（公社）霧島市観光協会
（鹿児島県）

キリシマクエストⅢ
（６日のみ）

フォトロゲ
イニング

19th
Jomon no mori
Autumn
Festival

１１/５
10：15～ 隼人中吹奏楽部
11：45～ 国分南中学校ダンス部
11：00～、12：30～ みやまコンセール土

１１/6

毎日
開催

10：15～ 国分中央高校ダンス部
11：45～ 舞鶴中学校吹奏楽部
11：00～、12：30～ K＠ITO日

１１/５　・６　
10：00～15：00

上野原縄文の森
体験広場・祭りの広場

入場無料
（体験活動は一部有料）

土 日

縄
文
の
森

第19回

13：30～ クイズ縄文マニア
随時 お楽しみ抽選

毎日
開催

まだまだ
あるよ
体験活動

弓矢作り、矢作り、
アクセサリー作り、
縄文ショップ

MONO’S FACTORY
遠竹工房
パン先生の手作りおもちゃ
どんぐり工作

下野由貴
（ハープ）

クイズ縄文マニア

黒木由香
（フルート） 有村亜記

（オーボエ）

K@ITO

マルシェが
来るよ♪
30店舗
出店予定どんぐりうどん
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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

11
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ11月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.247


