
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

入場料金 入場無料　全席指定(要事前申込)
※みやまコンセールでの電話受付のみ。

お申込受付：10/18（火）10：00～10/30（日）17：00

入場料金 一般4,000円　学生2,000円

聴講料 一般500円　学生300円　※チケット購入者はチケット呈示で無料

開催中～12/11●日  9：00～17：00（入園は16：30まで）
月曜日休園（祝日の場合は翌日休園）

チェ・ジョンファ展「生生活活」
～あらゆるものは、輝くだろう～

せい せい かつ かつ

観覧料

作家紹介

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
※開催の内容は変更になる場合があります。最新の情報は本館ホームページでご確認ください。

主　　催：鹿児島県文化振興財団／南日本新聞社／ＭＢＣ南日本放送／ＫＴＳ鹿児島テレビ
協　　力：湧水町／一般社団法人霧島山麓湧水町観光協会／第一交通産業株式会社／日置市

霧島市教育委員会／南九州市教育委員会／湧水町教育委員会／姶良市歴史民俗資料館
串木野市漁業協同組合／串木野市本浦沿岸組合／枕崎港国際化対策推進協議会
琴鳴堂 四元誠／新湯温泉霧島新燃荘／湯治の宿 田島本館／湯治の宿 妙見館／仮屋工房
有限会社高山金属／NPO法人PandA

特別協賛：トヨタカローラ鹿児島
助　　成：公益財団法人花王芸術･科学財団

みやまコンセール
0995-78-8000

11：30
15：30

15：00

10：30
14：3017 木 みやまコンセール

0995-78-8000

受講生のみ10：006
13
●日
●日
みやま音楽塾⑤
みやま音楽塾⑥

一般／500円
高校生以下／300円

12/25●日 　14：00 開演

百花繚乱ドリームブラス
その名は“侍”、いざ参る！

人気楽曲「宝島」を題材に
演奏、指導法を提案し
譜面上だけにとらわれない
音楽の本質を学びます。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

クリスマス

聖夜に贈る

侍BRASS

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

中川英二郎による
「ポップス講座」
12/24●土 　13：00～15：00

出演者 【トロンボーン】
【トランペット】

【ホルン】
【ユーフォニウム】
【チューバ】
【パーカッション】

中川英二郎、野々下興一
エリック・ミヤシロ、本間千也
澤田真人、オッタビアーノ・クリストーフォリ
森博文
齋藤充
次田心平
岩瀬立飛

モデルバンド 加治木高等学校
吹奏楽部

場　所 みやまコンセール

※詳しくはHPをご覧ください。

関連事業

●学芸員によるギャラリートーク
11/6(日)・13（日）・23（水・祝）・12/4（日） 各日14：00～

ミニ・コンサート

11：30
15：00

10：30
14：00

3
［祝日］
●木 みやまコンセール

0995-78-8000入場無料（要事前申込）チェロまろフェスタ2022

16：0014：0027●日 みやまコンセール
0995-78-8000

一般／4,000円
学生／2,000円藤岡幸夫＆木嶋真優 with みやまアンサンブル

出演者 みやまコンセール協力演奏家
古い蒸気機関車エリ、山の音楽家
ライオンとネズミ、アメリカンパトロール
幸せなら手をたたこう、ブレーメンの音楽隊

予定曲目

チェロまろフェスタ2022
11/3●木 　10：30 / 14：00 開演　※午前、午後、同内容の公演です。

みやまdeメルヘン！
～お話の世界へようこそ！～

開館20周年記念特別企画展

強烈な色使いやダイナミックな造形によって国内でも広く知られている韓国を
代表する現代アーティスト チェ・ジョンファの個展を開催します。
本展は、2020年夏に開館20周年の展覧会として企画しましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大により２度の延期を余儀なくされました。そのような状況
にあって、チェは韓国や鹿児島で収集した日常の事物から着想を得て非日常
的な作品へと昇華させた新作に加え、｢人類世｣や「相利共生」の視点に着目
したインスタレーションなどを展示します。ここでしか見ることのできないチェ
独自の輝くような美しさを味わうものとなります。

チェ・ジョンファ
（崔正化　Choi Jeong Hwa）

1961年生まれ。弘益大学校絵画科卒業。
2005年ヴェネツィア・ビエンナーレ韓国館代表作家。
2018年平昌パラリンピックでは開・閉会式のアート
ディレクターを務めた。日本での主な展覧会に「横浜ト
リエンナーレ」（2001/神奈川）、「チェ・ジョンファ OK！
展」（2009 十和田市現代美術館/青森）、「六本木アートナ
イト」（2010 2016 2019/東京）、「瀬戸内国際芸術祭」
（2013/香川）、「福岡アジア美術トリエンナーレ」
（2014/福岡）、「チェ・ジョンファ Blooming Matrix 花
ひらく森展」（2019-2020 GYRE GALLERY/東京）な
ど。2002年に本館のレジデンス事業でワークショップ
を実施。本館コレクション作家。

《Infinity (Iron)》2019年

0歳から楽しめるちぇろ！

今年のみやまは

メルヘンの森ちぇろ♪

利用料金 1時間1，000円（1日最大2時間まで）
メールまたは電話にて、開館日の10：00～17：00に
お申し込みください。
※利用希望日の2週間前～3日前までにお申込。
※詳しくはＨＰをご覧下さい。

ピアノ試奏プロジェクト
の実施についてのご案内

実施中～12/23●金 　9：00～17：00
みやまコンセールではこのほどグランドピアノ
「ヤマハCFⅢ-S」のオーバーホールを行いまし
た。この機会に「奇跡のホール」ともいわれる
素晴らしい音響の主ホールで、ピアノを弾いて
みませんか？

お申込方法

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲　ホ短調Op.64
ベートーヴェン：交響曲第7番　イ長調Op.92
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲

藤岡幸夫[指揮]
木嶋真優[ヴァイオリン・ソロ]
みやまアンサンブル
[室内楽オーケストラ］
【ヴァイオリン】

【ヴィオラ】

【チェロ】

【コントラバス】
【フルート】

【オーボエ】

【クラリネット】

【ファゴット】

【トランペット】

【ホルン】

【ティンパニ】

今林吹音
福原洋子
中堂園都乃
田代美和
今林慧理香
木佐貫茜
佐藤志織
押領司麻紀
宮島宝淳
安楽聡子
大橋萌子
廣瀬康平
福原明音
有村航平
浜砂なぎさ
清水かおり
米丸由樹
松﨑成未
片倉聖
有村亜記
堂園さおり
税所聖子
久保由香理
塩塚俊樹
堂園和也
大磯薫
山下美喜子
竹ノ内美奈
上別府宙

藤岡幸夫＆木嶋真優
with みやまアンサンブル
11/27●日 　14：00 開演

鹿児島のアーティストが“みやま”に結集！
藤岡＆木嶋と情熱の響宴！！

入場料金 全席指定　一般 4,000円　学生 2,000円

出演者

予定曲目

©Shin Yamagishi

©KINYA OTA

チケット好評発売中

チケット好評発売中

１１月３日
第
18
回

を開催します
本園では毎年文化の日を「霧島アートの日」とし、
入園料を無料にして様々なイベントを行っています。
ご家族やお友達と一緒にぜひお越しください。

＊各イベントの詳細は、霧島アートの森公式ホームページやSNS等をご覧ください。　＊11/3（木・祝）は入園無料ですが、チェ・ジョンファ展のみ観覧料が必要です。

ゴミコレ2022 in
霧島アートの森
情熱家 博多和宏さんが海洋漂
着ゴミで制作した衣装の展示
とその衣装を着たモデルによ
るパフォーマンスを行います。

平川渚間借り
オープンアトリエ＃３
10/29（土）～11/6（日）湧水町
くりの図書館で開催。手編み
による表現を続ける平川さん
の制作の様子を見学できる
チャンスです！

湧水マルシェ
野外広場で地元農産物を使っ
た飲食物や雑貨の販売を行いま
す。湧水町くりの図書館職員に
よる『読み聞かせ』もあります。
親子でぜひご参加ください。

木 祝

撮影：森山年雄

©Tae Kyun Wang

〒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11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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（鹿児島県文化センター）
TEL.099-223-4221
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霧島神宮
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高千穂峰

高千穂
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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


