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3
金
土
市民劇場12月例会
こまつ座「イヌの仇討」

鹿児島市民劇場
099-224-2888

入会費 ２，０００円
会　費 ２，４００円
（学生  １，０００円）

全席自由 こども １，５００円
 大  人 ２，０００円

全席指定 7,7００円

関係者のみ

入場無料

関係者のみ

入場無料

18：30

13：30

12/2

12/3

12/26

12/27

20：45

15：45

入場無料(要整理券）
※ポスター・チラシに載せている
　QRコードやハガキで申し込み

全席指定 7,7００円（税込）
3歳未満入場不可。
3歳以上から1人1枚チケット必要。

4●日 神村学園中等部・高等部吹奏楽部第22回定期演奏会
神村学園中等部・高等部吹奏楽部
0996-32-3232（中原）

鹿児島音楽文化協会
099-226-3465（平日9：00～17：00）
BASE CAMP
092-406-7737（平日12：00～17：00）

14：30 17：00

18：30 20：30（予定）

18：30 20：30

8 木 斉藤和義 弾き語りツアー「十二月～2022」

TAO事務局
092-721-20159 金 DRUM TAO 2022 FINAL 「KAIKI」

指定席：前売り ４，０００円
自由席：前売り ３，０００円
※当日券各５００円増

全席自由 一般 3，０００円
 大学生以下 1，０００円

18：00

10：40

20：30

11：40

15：00 16：30

13：30 16：00

－ －

合同会社Studio381
090-2714-883911●日 宮井 紀行ワンマンライブ2022 ”CHANGE”

入場無料
新型コロナウイルス感染状況によっては、
来場者カード等へのご記入をお願いする
場合もあります。

13：30 16：00

9：50

9：30

17：00

17：00

20：30

鹿児島工業高等学校吹奏楽部
099-222-9205（米丸）25●日 鹿児島工業高等学校吹奏楽部

第48回定期演奏会
鹿児島県小学校
器楽合奏教育研究会事務局
099-243-0576（川上小学校 丸田）

26
27

月
火
鹿児島県小学生バンド演奏会
2・3日目（合奏祭）

入場無料（要整理券）
全席自由席
（一部協賛優待席あり）
未就学児も入場可

15：00 17：00 Y.P.O.コンサート実行委員会
080-1718-6993（木場田）24 土 よしだポップスオーケストラ

25周年記念コンサート

レインボー新体操クラブ
090-3065-6687（長濵）30 金 レインボー新体操クラブ20th 発表会

アート音楽企画株式会社
099-223-232318●日

よねざわすぐる

米澤傑テノールリサイタル
志學館中・高等部
099-252-1038（内）23 金 志學館中等部・高等部 音楽部 演奏会

鹿児島高等学校
099-255-321114 水 鹿児島高等学校 特別行事

劇団影法師
0422-54-999016 金 妖怪影絵劇 「ゲゲゲの鬼太郎」

全席自由 一般 １，０００円
 高校生以下 ５００円
 未就学児 無料

19：00

16：0013：30

チアフルウインズ事務局
090-7299-830829 木

令和4年度かごしま夢舞台支援事業

チアフルウインズコンサート

年末年始の開館について

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

場　所 展示館常設展示室
入場料 展示館利用料金

長年、鹿児島県の考古学
界をリードしてきた、故・河
口貞徳氏（鹿児島県考古
学会元会長）が調査した
遺跡の考古資料等を紹介
するコーナー。

開催中～2023.1/13●金 まで 

河口コレクション紹介コーナー

河口貞徳氏の軌跡Ⅴ

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

場　所 体験広場
定　員 ３０人程度
昼食代等 ４００円（一人）（正月飾りの材料代は、別途５００円）※正月飾りは一家族一つ

場　所 体験広場
定　員 ５０人程度
昼食代等 ４００円（一人）

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

2023.1/21●土 　10：00～14：00 

どんぐりイベント

節分を楽しもう

12/25●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。

令和４年１２月３１日（土）～令和５年１月３日（火）は休館いたします。

場所 カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール２階）

●年内は１２月３０日（金）１９時まで開館いたします。
●年明けは１月４日（水）より通常どおり開館いたします。

申込期間 11/25（金）13：00～12/11（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 作曲：モーツァルト、編曲：ジンガー
アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525　ト長調より第1楽章
作曲：グルーバー、編曲：上田真樹　きよしこの夜　　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）

【アーティストバンク登録について】

　　　音楽部門、舞踊部門、演劇部門　　　　　　３年間　　　　　3,000円（3年間）
※詳細については、宝山ホールホームページをご覧いただくか、宝山ホールまでお問い合わせください。

入場無料（要ワンオーダー）

南條 文香
（ピアノ）

松田 あかね
（ピアノ）

次回 ＞＞＞ 2023年1月29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　

アーティストバンク登録オーディション
参加者募集

オーディション開催日：2023.2/25●土 

チアフルウインズ コンサート
12/29●木 　18：30 開場　19：00 開演

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！

本県にゆかりがあり、これからの活躍が期待される優秀な若手芸術家を
アーティストバンクに登録し、その芸術・文化活動を支援します。

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12月利用分のホール予約会は、2022年12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分からホール予約会について

森麻季（ソプラノ）
©Yuji Hori

2022 かごしま県民第九演奏会
中止のお知らせ

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

部門 登録期間 登録料

お正月に向けて、
正月飾りや
干し柿を作ります。

節分にちなんだ
飾りやおいしい
恵方巻きを作ります。
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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

12
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ12月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.248

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

12/17（土）10：00～17：00

12/17（土）13：00～

12/18（日）10：00～

12/18（日）13：00～

12/18（日）10：00～

一般発売

12/21●水  ～2023.2/12●日 12/29（木）～1/2（月）年末年始のため休園月曜日休園（祝日の場合は翌日休園）

美術作家 平川渚 展
「かなた／あなたとの会話」

作家紹介

主催：鹿児島県霧島アートの森

みやまコンセール
0995-78-800016：00 受講生のみ10：0011

18
●日
●日
みやま音楽塾⑪
みやま音楽塾⑫

みやまコンセール
0995-78-8000

11：0010：0010 土
特別ミニコンサート
「クリスマスコンサート in みやまコンセール」
～みやまでハッピークリスマス～

みやま音楽アカデミーⅡ
侍BRASS（ブラスアンサンブル）

みやまコンセール
0995-78-800016：00 一般 4,000円

学生 2,000円14：0025●日

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

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

関連事業

会　場

●クロストーク
12/25（日）14：00～15：00
「彼方のあなたと会話するために」
川浪千鶴（インディペンデント・キュレーター）×平川渚
●レクチャーパフォーマンス
2023.１/８（日）14：00～15：00
「未来からの返信」　佐々木文美（セノグラファー／快快〈FAIFAI〉）
●コンサート
2023.１/15（日）14：00～15：00
「Knitted Score」野村誠（作曲家／ピアニスト）
●関連書籍・グッズ等の販売

アートホール（第2展示室・展示ロビー）
観覧料 入園料に含む

11：30

16：00

10：30

15：00

12/2・13

12/9

2
9
13

金
金
火

みやまコンセール
0995-78-8000

一般 500円
高校生以下 300円ミニ・コンサート

予告 アートラボ

美術作家 平川渚は、地域に滞在しながら土地の記憶や人々の営みを手が
かりに糸を空間に拡張させる作品を制作してきました。また近年は、人々から
集めた古着や編み物を素材にそれらが持つ「個々の物語」に着目した作品も
発表しています。
本展は、鹿児島県湧水町を舞台に2021年から展開している「『手編みの物
語をあつめる』プロジェクト」の最終章として、湧水町民から集めた手編みの
編み物とエピソードを媒介に、様々な人と関わりながら一人ひとりのかけがえ
のない物語に寄り添ってきた平川による新作を含む作品を展観します。
自分ではない誰かの日常から生まれたそれぞれの情景に思いを馳せること
で、境遇の違いを越えた普遍的な物語を体感するものとなるでしょう。

平川 渚（ひらかわ なぎさ）
1979年大分県生まれ、2013年より鹿児島県在住。地域に滞在し、その場に残る固有の素
材をもとに、空間に対して糸を編んで仮設的に立ち上げるインスタレーション作品を主に
制作。また、人々から集めた古着や編み物を素材に個々の記憶や出来事へアプローチし、
作品として再編する試みも並行して行う。主な展示に「Layover」（日本センター/2022 
コロンビア）、｢生きる私が表すことは。鹿児島ゆかりの現代作家展｣（長島美術館/2021 
鹿児島）、「Local Prospects 3 原初の感覚」（三菱地所アルティアム/2017 福岡）、
「メッセージ2017 南九州の現代作家たち」(都城市立美術館/2017 宮崎)など。都城市
立美術館に作品収蔵。http://www.nagisahirakawa.net

撮影：森山年雄

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
上薗武宗
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

入場料金 全席指定　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

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。

クリスマス

聖夜に贈る  侍BRASS

中川英二郎による“宝島”で学ぶ
音楽の本質～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 鹿児島県立
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。

チケット好評発売中

入場料金 全席指定　一般2,000円　3歳～学生1,000円
※3歳から入場できます。

2023.2/12●日 　14：00 開演

みやまコンセール協力演奏家
企画による毎年恒例のコンサート。

第13回 みやまスペシャルコンサート

Special BASS Concert
～低弦だってできるもん！～

出演者 【伊達LOW】吉岡知広（チェロ）、名和俊（コントラバス）
【弦楽オーケストラ】福原洋子、今林吹音、木佐貫茜、松下眞子、池上柊眞、

安楽聡子、廣瀬康平、重森敬子、福原明音、清水かおり
予定曲目 バリエール：二重奏曲

ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲
ビートルズ名曲セレクション or カーペンターズメドレー　　他

関連イベントの詳細は決まり次第本館ホームページ等でお知らせいたします。

■会場 アートホール
■観覧料 一般：800（600）円／高大生：600（400）円／小中生：400（300）円　（　）内は20人以上の団体料金
■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

関連イベント 学芸員によるギャラリートーク　11/23（水・祝）・12/4（日） 14：00～

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。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やインスタレーションなどでちりばめられた｢美しき混沌（beautiful*chaosmos）｣を
表現します。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るでしょう。

12.11［日］

＊chaosmos…「混沌（chaosmos）」は、カオス（chaos）、宇宙（cosmos）、浸透（osmosis）の３つを合わせた作家の造語

《豊穣の森（Good harvest forest）》　撮影：南修一郎

【企画】福原明音

事前申込み受付中

HPの問い合わせ
フォームやお電話で
お申込みください。

〒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12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


