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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。

上
野
原
縄
文
の
森U

en
o

h
ara jo

m
o

n
 n

o
 m

o
ri

宝
山
ホ
ー
ルH

o
u

zan
h

all

み
や
ま
コ
ン
セ
ー
ルM

iyam
a co

n
seru

霧
島
ア
ー
ト
の
森K

irish
im

a o
p

en
-air m

u
seu

m

（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
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Ikoi
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