
鬼瓦（鹿児島＜鶴丸＞城跡・鹿児島市）

貝製品
（奄美市 下山田Ⅱ遺跡出土）
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第47回全国高等学校総合文化祭
(2023かごしま総文)
プレ大会(合唱部門)

第47回全国高等学校総合文化祭 
合唱部門部会
099-278-3986

関係者のみ

入場無料

－

14：15

3/11

3/12

－

17：00

16：00

21
［祝日］
●火 アンサンブル南星
第24回ファミリーコンサート

アンサンブル南星
090-5387-8467（新枦）

入場無料 (要整理券)
※当日受付でも配布あり

14：00 16：00

18：00
（予定）26●日 第39回 鹿児島新人演奏会 鹿児島新人演奏会事務局

080-9140-1790

全席自由
 高校生以上６００円
 小・中学生３００円

13：00

18 土 Heilmann Choir Kagoshima & Orchestra
J.S.バッハ作曲 「マタイ受難曲」 BWV244

ハイルマン合唱団鹿児島＆オーケストラ
070-3772-7467

全席自由 ３，０００円18：00 未定

全席指定 一般5,000円
 U-253,000円14：0019●日 東儀秀樹 withスペシャルゲスト上妻宏光コンサート

（公財）鹿児島県文化振興財団
宝山ホール
099-223-4221

2024年3月利用分のホール予約会は、2023年3月1日（水）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

新規ボランティアスタッフ募集のご案内

宝山ホールが主催するコンサートやワークショップ等に
ボランティアスタッフとして参加してみませんか？
公演ボランティアスタッフ 受付、クローク、観客の誘導・案内など

※公演・広報の重複の参加も可能。
※ドアの開閉など、やや体力を使う業務が含まれます。

※事業に支障をきたす行為が続く場合には、登録を削除させていただく場合があります。

広報ボランティアスタッフ

活動場所

情報発信、広報会議への参加
（アイディア等をお聞かせください。）

文化的イベント事が好きなので、裏方でも参加できて嬉しい。

文化って大事。芸術って大事。毎日の生活の中で心に憩
を、癒しをもらっています。それに私たち一般県民が携わ
れるということは、この上ないことだと思います。

活動しているボランティアスタッフの声

上野原縄文の森開園20周年を記念し、奄美市で
巡回展を開催します。奄美の縄文文化として地元
奄美大島で保管されている貴重資料や当園で保
管している奄美群島内で発掘された遺物を展示
します。また、鹿児島を中心とした南の縄文文化、
なかでも祈りの精神文化に焦点をあてた遺物等
についても紹介します。

2/1●水 ～28●火

開園20周年記念

奄美巡回展 南の縄文文化
～奄美の自然と縄文文化～

場　所 奄美市立奄美博物館
入場料 博物館観覧料金

令和３年度、県内で発掘調査や報告書の刊行
を行った遺跡の中から、国内最大級の弥生時
代の管玉が発見された立塚遺跡や近代にお
ける薩摩磁器一大産地の様相がわかってきた
平佐焼窯跡群など話題となった遺跡を中心に
紹介し、最新の発掘調査成果を展示します。併
せて、埋蔵文化財センターの新規事業として
始まった「廃寺は語る！よみがえる仏教文化」
事業や出前授業「ワクワク考古楽」についても
紹介します。

影アナとは、会場のお客様に対し、お願い事
項等を舞台裏からアナウンスするものです。
（今回は事前録音での体験となります。）
※広報キャッチコピー等のナレーションをお願いす
る場合もございます。

開催中～3/26●日

第６５回企画展

新発見！かごしまの遺跡2022
～発掘調査速報展～

場　所 展示館企画展示室 入場料 展示館利用料金

折り紙遊びやアウトドア料理をして
ふれあいます。

3/18●土 　10：00～14：00

どんぐりイベント

ふれあい体験

定　員 30人程度
場　所 体験広場
昼食代等 400円（一人）

長年、鹿児島県の文化財行政に携わってき
た講師が思い出深い遺跡や遺物について
エピソードを交えながら紹介し、鹿児島県
の埋蔵文化財の歩みについて解説します。

2/25●土 　10：00～11：30

考古学講座　第５回

鹿児島の埋蔵文化財の足跡

定　員 先着５０人講　師 県立埋蔵文化財センター 所長　中原 一成 氏
場　所 展示館多目的ルーム 資料代 100円

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

0歳児から入場できる！親子で楽しめる！

こども影アナ部門

入場料金 全席自由／高校生以上 600円　小・中学生 300円
お問い合わせ／鹿児島新人演奏会事務局　kago.shinjin.ensoukai@gmail.com

第39回鹿児島新人演奏会
3/26●日 　12：30 開場　13：00 開演　
鹿児島県出身及び県内在住の
新人音楽家が一堂に会し、
日頃の練習の成果を
披露します。

入場料金 全席自由／おとな 1,500円　こども（中学生以下） 750円
親子ペア 2,000円……おとな券1枚とこども券1枚をセットにした券です。
※3歳未満の膝抱きでの入場は無料（3歳未満でも席が必要な場合は有料）

※応募方法等詳細は、宝山ホールHP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。

宝山プレゼンツ　ちびっ子集まれ！クラシックっていいな～

ファミリーコンサート 5/20●土 13：15 開場14：00 開演　

かごしま夢舞台支援事業
公演団体募集のご案内

宝山ホールご利用案内

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

2/19（日）10：00～

2/19（日）10：00～
2/18（土）10：00～

2/19（日）13：00～
一般発売

3/26●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。

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

多目的に利用できる施設です。
皆様のご利用をお待ちしております。

場所 カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール２階）

対象 県内の小中学生（公演日時点）
定員 若干名
締切 2/28（火）必着

演出として公演当日のパンフレットに
掲載するイラスト（世界各国の国旗か
ら好きな国の国旗を１点※日本以外）
を募集します。

びじゅつ部門

対象 県内の未就学児から中学生
（公演日時点）

募集数 20作品程度
締切 2/28（火）必着

出演 又吉のぞみ（ソプラノ）、又吉秀和（バリトン）、宝山室内アンサンブル

申込期間 2/26（日）13：00～3/12（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。
※2名以上でお申し込みされる場合、お連れ様のお名前もお知らせください。

演劇、舞踊、ダンス、ミュージカル、オーケストラ、吹奏楽、合唱、伝統芸能など

●会議室（5室） ・定員各20～100名の会議室　・Wi-Fi利用可（有料）
　　 ・定員の超過、営利目的、飲酒を伴う会合などにはご利用できません。

●リハーサル室（1室） ・吹奏楽や合唱、踊りなどの練習にご利用できます。・ピアノ（有料）：スタインウェイ
●多目的ルーム（1室） ・総檜の板張。日本舞踊やフラダンスなどの練習にご利用できます。
●アート・ギャラリー ・絵画や写真・書道などの展示にご利用できます。
 ※販売・契約目的の利用はできません。

宝山ホール　ほか

応募方法 オンライン（右記QRコード）
もしくはメール（oubo@houzanhall.com）にて
●メールでのお申込みの場合、
　件名を「ボランティアスタッフ希望」とし、
下記の必要事項①～⑥を本文に記載してください。
メール送信後、3日経過しても返信がない場合には、恐れ入りますが、
宝山ホール（099-223-4221）までお電話ください。

必要
事項

①お名前（ふりがな）　②ご住所　③電話番号　④年齢　
⑤希望するボランティア（公演 もしくは 広報 もしくは 両方）
⑥説明会参加予定日＜4/2（日）もしくは4/8（土）＞

活動期間 令和5年4月～令和6年3月
報酬など 交通費相当額（1,000円／日）を支給します。

ボランティア活動保険に加入します。（※宝山ホール負担）
希望者には、ボランティア活動証明書を発行します。

応募資格 満18歳以上（高等学校在学中の者は除く）ボランティア説明会に参加できる方。
説明会 ■▶ 4/2（日）10：00～11：00もしくは4/8（土）14：00～15：00
※広報ボランティア希望の方は4/2（日）11：00～12：00の広報ボランティア
　会議にもご参加ください。

申込方法

公演内容

ホールの附属施設・設備
等利用料金を無料。
（4・5月の練習利用）

令和6年1月～3月
※上記日程を基本としますが、公演団体決定後ホールの空き日の中から団体と協議の上、
決定します。※必要に応じて、１日ホールでのリハーサルが可能です。※すでにホールの予
約を入れている団体は対象外とします。

公演時期

公演に係るホール利用料、附属設備等利用料（照明費等）は、（公財）鹿児島
県文化振興財団が負担します。上記以外の広告宣伝費、人件費、道具等の運
搬費等は公演団体の負担となります。

経　　費

応募申請書に必要事項をご記入の上、宝山ホールへ提出してください。
（郵送可）※応募申請書は宝山ホールホームページからダウンロードできます。

応募方法

■有料公演であること。入場料は公演団体に帰属します。
■おおむね200人以上の入場者が見込める団体。
■著作権は公演団体により処理されていること。　ほか

公演条件

必要事項

曲目 ～春のメドレー～
G.プッチーニ：オペラ『蝶々夫人』より　“ある晴れた日に”、“可愛い坊や”
山田耕筰：ピアノのための「からたちの花」　ほか

入場無料（要ワンオーダー） 小池彩夏
（ピアノ）

平田由希
（ソプラノ）

次回 ＞＞＞ 4月23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。）

＊＊＊ お得な割引制度のご案内 ＊＊＊

応募締切

3/3（金）
必着

応募締切

5/14（日）
必着

コンサートをいっしょに作ってくれるおともだち、大募集！

スプリング割引プラン
会議室・多目的ルーム・第1
リハーサル室のご利用金
額5万円ごとに次回の施設
利用料金を2,000円引き。

お得意様割引プラン
第1リハーサル室の基本利
用料金を50％引き。
（リハ室のみの利用で7・8
月を除く平日の午前・午後）

平日日中割引プラン

入場料金（全席指定）／一般：5,000円　U-25：3,000円
※当日各500円増　※未就学児の入場・同伴はお断りいたします。
※U-25は鑑賞時に25歳以下が対象となります。ご購入の際には年齢の確認できるものをご呈示ください。なお、入場時にも呈示を求
めることがあります。　※車いす席をご希望の方は宝山ホールにお問い合わせください。

チケット販売所／宝山ホール　WEB予約・購入
山形屋、十字屋クロス、鹿児島音協、県庁生協、みやまコンセール
ファミリーマート店頭、イープラス（https://eplus.jp[パソコン・携帯]）
ローソンチケット（Lコード：81473）、チケットぴあ（Pコード：230-186）
※チケットの前売は公演日の2日前まで

主催／宝山ホール、生活協同組合コープかごしま　　お問い合わせ／宝山ホール（099-223-4221）
後援／鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、鹿児島市教育委員会、南日本新聞社

MBC南日本放送、KTS鹿児島テレビ、KYT鹿児島讀賣テレビ、KKB鹿児島放送、μFMエフエム鹿児島

出演／東儀秀樹（雅楽師）

上妻宏光（三味線）

佐藤雄大（ピアノ）　

曲目（予定）／越天楽幻想曲、ジュピター

Queen メドレー、津軽じょんから節（新節）

風林火山～月冴ゆ夜～　ほか

チケット
好 　 評
発 売 中

3/19（日） 13：30開場／14：00開演
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子ども無料招待席
（アップルシート）

協賛企業

アップルシートとは子どもたちを
応援する地元企業により購入い
ただいた宝山ホール自主文化事
業公演のお席に県内の子どもた
ちを無料招待するものです。
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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。

● 子ども無料招待席（アップルシート）
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

2023
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https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ3月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.251

6/4●日 　14：00 開演

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

入場料金 全席指定　一般2,500円　学生 1,000円

日本クラシック音楽界の“今”がわかる
2022年秋に誕生した4人の新星！！！！！

4/23●日 　14：00 開演

第91回 日本音楽コンクール受賞記念演奏会

出演者 石田泰尚（神奈川フィルハーモニー管弦楽団・京都市交響楽団コンサートマスター）、
ほか首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバー

©Hikaru.☆

榎かぐや（オーボエ）青山暖（ヴァイオリン）坂口由侑（ピアノ）松原みなみ（ソプラノ）

会場 アートホール（第1展示室・第3展示室）
※入園料のみでご覧いただけます。

所蔵する現代美術作品の中から
今回は約10点を展示します。

2/22●水  ～4/16●日

春のコレクション展

休園のお知らせ

空気のように積み重ねられ
た、目に見えない丘のような
感じになることをイメージして
つくられた作品です。鉄の重く
冷たい感じとは逆に、柔らか
くゆらめくような感じを表して
いるのが特徴です。まっすぐな
鉄線ではなく、厚い鉄板を
バーナーで切り離してつくった
細い線がもたらす効果にも注
目してみましょう。

2/13（月）～2/20（月）は
施設メンテナンスのため休園いたします。

往復料金行程／時刻

予約申込みの方法　※定員になり次第終了

【お願い】申込み後、変更やキャンセルをする場合は、必ず鹿児島交通へご連絡ください。
【平　日】099-254-8970　　【土日祝】099-247-2334

一般2,100円　学生1,500円

宮内裕賀は、イカの美しさと美味しさに
魅了されて以来、イカへの旺盛な探究
心を礎にひたすらイカの絵を描き続け
る「イカ画家」です。
イカをもとにして作った絵の具を用い、
その生と死に共鳴する作品を生み出し
てきた宮内は、2021年に鹿児島県湧水
町で、これまでで最も大きな作品を公
開制作し、社会や私たちの日に想いを
馳せながら、濃密な彩りを画面に施す
ことで生きることの歓びを表しました。
本展は、「イカ」という生命の美しさや儚
さに着目し、社会の変化や自身の内面
を反映させた宮内の作品群をとおして、
現代を生きる私たちや文明の有り様に
ついて見つめ直すきっかけを創出する
ものになるでしょう。

アートラボ イカ画家
宮内裕賀 展
「イカセカイ」

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

2/18（土）10：00～17：00

2/18（土）13：00～

2/19（日）10：00～

2/19（日）13：00～

2/19（日）10：00～

一般発売

入場料金 全席指定　一般4,000円　学生1,500円

NHK　Eテレ「らららクラシック」出演でも話題！

石田組2023/2024
アルバム発売記念ツアー

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

4/15（土）10：00～17：00

4/15（土）13：00～

4/16（日）10：00～

4/16（日）13：00～

4/16（日）10：00～

一般発売

入場料金 全席指定　一般4,000円　学生1,500円

日本を代表するプロ合唱団～東混ＴＯＫＯＮ～
幅広いレパートリーで古典から現代までと全合唱分野を網羅する

6/25●日 　14：00 開演

東京混声合唱団

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

4/15（土）10：00～17：00

4/15（土）13：00～

4/16（日）10：00～

4/16（日）13：00～

4/16（日）10：00～

一般発売

©中村紋子

音響学の高い技術を取り入れて作られ「奇跡のホール」と称される
みやまコンセール。ミニ・コンサートとは、豊かな響きを気軽に体感でき
るコンサートで、県内外で活躍中の「みやまコンセール協力演奏家」が演
奏するちぇろ。

Ａ．

３部構成で、ピアノ・声楽・その他の楽器（管・弦・打楽器）の音色を楽しめる
ちぇろ。みやまコンセールや音楽にまつわるお話を交えてお届けするちぇ
ろ♪

Ａ．

Ｑ2．クラシックって難しそう…

幼稚園から大学までの学校団体や、生涯学習や社員旅行などの
一般団体ちぇろ。
★学校団体は20名から。★一般団体は30名から。※3歳から入場可

Ａ．

Ｑ3．どんな人たちが申し込める？

一般 500円、高校生以下（3歳以上）300円ちぇろ※令和3年4月以降Ａ．

Ｑ4．入場料金はいくら？

火曜日から金曜日の平日で、開演時間は、午前の場合10：30から、
午後は14：00からの約１時間程度ちぇろ。

Ａ．

Ｑ5．いつ開催されているの？

開催が決定している公演は、個人のお客様も鑑賞できるちぇろ。
※入場料金は（Q4.と同じ）ご入場の際にお支払い。
※一部入場できない場合があります。
　事前にホームページで確認、又は電話でお問合せください。

Ａ．

Ｑ6．団体じゃないと聴けないの？

ミニ・コンサートって？
気軽に、世界に誇る音の響きを体感できる

「ミニ・コンサート」について、チェロまろが解説します。

Ｑ1．ミニ・コンサートってどんなもの？

みやま特急
”チェロまろ号”のご案内

※4/23（日）日音コンの場合

※1.下伊敷、鹿児島空港（国際線前）は予約があった場合のみ停車します。

《無題》1999年

青木 野枝

９から１に明滅しながら減少し
ていく数字が、鏡に映る人に
与えられた時間の移ろいを表
しています。時間の感覚が人
それぞれ異なるようにおのお
のの数字が異なるスピードで
発生、減少、消滅を永遠に繰
り返すさまは、１人１人の人間の
存在と周囲とのかかわりをも
表しています。正確な格子線
上に配置された発光ダイオー
ドの数字、それらを硬く、鋭く
囲む正方形の鏡。それに映し
出される鑑賞者自身の姿、こ
れらがもたらす造形的な効果
にも作家の優れた感性を感じ
取ることができます。

《Changing Time with Changing Self No.25-W》2002年

宮島 達男

2/22  水  ～4/16  日 
会　場：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
主　催：鹿児島県霧島アートの森
協　力：烏賊匠／いか道楽／株式会社 和平商店／

墨や／日章学園 鹿児島城西高等学校

2/22（水）～
鹿児島城西高校調理科生徒に
よるイカカレープロジェクト
「バイカラーカレー」
（カフェにて限定100食提供）

2/23（木・祝）・3/4（土）
3/21（火・祝）14：00～
学芸員によるギャラリートーク

3/26（日）・4/16（日）13：30～
ワークショップ
「つくって飛ばそうイカ凧あげ」
参加料：200円
定　員：各回15名程度

グッズ・書籍の販売
（カフェ・ショップにて）

※展覧会や関連事業について詳しくは本館ホームページをご覧ください。

関
連
事
業

展覧会
情報はコチラ
QRコード

《イカイカ天国》2021年（いきいきセンター くりの郷）

鹿児島市内　　みやまコンセール

天文館
いわさき

パーキング前

鹿児島中央駅

東口7番のりば

下伊敷※1

下伊敷交差点近く

鹿児島空港※1

国際線前

みやま
コンセール

11：40

①左記
QRコードを
読み取る

②フォーム内の記入欄に
入力し、「申込みする」を
タップ

③自動送信される
メールを確認し、
お支払いください。

※事前予約が必要ですので、
　必ず申し込んでください！

行き 11：２５発

帰り 18：0５着 17：50

11：55

17：35

12：25

17：05

13：00着

16：30発

〒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5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。

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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みやま
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栗野岳
レクリエーション村

高千穂峰

高千穂
河原

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


