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2 木 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(吹奏楽部門)

第47回全国高等学校総合文化祭 
鹿児島県実行委員会事務局
099-286-5567

関係者のみ9：40 16：30

4 土 第54回 昭和幼稚園 よいこの発表会 昭和幼稚園
099-254-2082関係者のみ

指定席 8,800円
立　見 8,800円

10：00 15：30

18：00 未定

19：00 21：00

17 金

第48回九州公演 日本フィル
in kyusyu 2023鹿児島
指揮：広上淳一　　ピアノ：小林愛実　　
曲目　モーツァルト：歌劇＜魔笛＞序曲
　　　ショパン：ピアノ協奏曲第1番
         ベートーヴェン：交響曲第7番

日本フィル鹿児島公演
実行委員会
チケット案内窓口
099-251-5160
（平日10：00～17：30）
事務局
090-8409-7875
（平日10：00～17：30）

全席指定 S席6,500円
A席5,500円　B席4,500円
親子席7,000円
親子子席9,000円
※子は中学生以下

車いす席4,500円
（チケット案内窓口にてのみ）

学生割引（ジュニアサポートプログラム）
どの席でも3,000円引き
（チケット案内窓口にてのみ）

全席指定 S席6,500円
 A席5,000円
U25（25歳以下） 1,500円

全席自由 一般 1,500円
 高校生以下 1,000円
※当日各200円増

18：30 21：00
(予定)

9 木 第18回 ハッピーまつり 認定こども園 辻ヶ丘幼稚園
099-247-3005（永井）

関係者のみ10：00 11：40

15：00 17：00

19
20
●日
月
市民劇場２月例会 前進座 「文七元結」 鹿児島市民劇場

099-224-2888

26●日 West Fest Orchestra演奏会 西松
080-6405-5532

入会費２，０００円
会　費２，４００円
（学生１，０００円）

18：30

13：30

2/19

2/20

20：35

15：35

21
22

火
水
第8回高校生国際シンポジウム 一般社団法人Glocal Academy

090-5289-0857（岡本）

入場無料
ホームページにて事前に見学申込みの上、
当日受付にて名札を受け取る

入場無料

9：30 16：30

14：00 16：00

25 土 アーティストバンク登録オーディション （公財）鹿児島県文化振興財団
099-223-4221要事前申込未定

※お問い合わせください

24 金
令和4年度かごしま夢舞台支援事業

鹿児島県太鼓連合合同コンサート
「2023薩摩の響」

鹿児島県太鼓連合
090-2718-4291（森園）

全席自由 大人２，０００円
 中学生以下 1，０００円
※当日各500円増

18：30 20：30

12●日 鹿児島ウインドアンサンブル
第51回 定期演奏会

鹿児島ウインドアンサンブル事務局
090-4483-9220

5●日 Vaundy one man live tour 2023 Spring （株）キョードー西日本
0570-09-2424

3 金 イタリア交響楽団 九州労音
0952-26-2351

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上野原縄文の森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～

2/11●土 ●祝　10：00～11：30
奄美巡回展講演会（奄美市教育委員会と共催）

縄文の森で採れた木の実などの素材を使っ
て、アート作品を作ろう。
奄美巡回展に合わせて奄美市で開催します。

2/11●土 　13：30～15：30

つくってドキどき体験　第５回

どんぐりアートBIGを作ろうin奄美
（奄美巡回展ワークショップ）

2/26●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。

場所 カフェ マ・ナ～ナ（宝山ホール２階）

申込期間 1/26（木）13：00～2/12（日）17：00
①電話（099-223-4221）　②メール（oubo@houzanhall.com）
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。

申込方法

必要事項

曲目 作曲：ブラームス　F.A.E.ソナタよりヴァイオリンとピアノのためのスケルツォ
ハ短調Wo02　ほか

東儀秀樹（雅楽師）

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）　ほか

　　　音楽部門、舞踊部門、演劇部門

※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）
横内 梨帆（ヴァイオリン）大迫 佳恵（ピアノ）

次回 ＞＞＞ 3月26日（日）10：30～11：15

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。）

東儀秀樹 with スペシャルゲスト
上妻宏光コンサート

アーティストバンク登録オーディション
鑑賞のご案内 オーディション開催日：2/25●土 

申込締切：2/10●金　必着 

雅楽から古典曲の現代風
アレンジ、洋楽まで．．．
千年の時空を行き交う
東儀秀樹の音楽の世界！

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。
令和5年度に登録するアーティストのオーディションを一般公開します。

2024年2月利用分のホール予約会は、2023年2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

ゲスト：上妻宏光（三味線）

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

部門
無料（要事前申込）※未就学児の入場・同伴はお断りします。鑑賞料

東儀秀樹（雅楽師）、上妻宏光（三味線）、佐藤雄大（ピアノ）出演者

メール（info@houzanhall.com）または、FAX（099-223-2503）にて
代表者氏名、住所、年齢、電話番号、メールアドレスまたはFAX番号、希望人数、
件名に「オーディション鑑賞申込」と記入してください。

申込方法

令和4年度 かごしま夢舞台支援事業

鹿児島県太鼓連合合同コンサート
「2023薩摩の響」
2/24●金　18：00 開場　18：30 開演 

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。

入場料金 全席自由／大人 2,000円
中学生以下 1,000円※当日各500円増

お問い合わせ／鹿児島県太鼓連合
090-2718-4291（事務局長　森園）

主催／鹿児島県太鼓連合、（公財）鹿児島県文化振興財団

チケット好評発売中

講　師 奄美市教育委員会文化財課　喜友名 正弥 氏
上野原縄文の森 園長　堂込 秀人

場　所 奄美市立奄美博物館 入場料 博物館観覧料金

定　員 ５0人程度内　容 奄美の縄文文化（仮）
場　所 奄美市立宇宿小学校

定　員 50人程度
場　所 奄美市立宇宿小学校
参加料 150円（1つ）

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

参加料 資料代100円程度

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

要事前
申し込み
受付中

※料金の詳細については、HPをご覧ください。

※料金の詳細については、HPをご覧ください。

23
［祝日］
●木 第26回 BEGIN コンサートツアー2023

鹿児島音楽文化協会
099-226-3465
（平日9：00～17：00）

全席指定(税込）
一般（26歳以上） 8,000円
高校生～25歳以下 4,000円
小中学生 2,000円

17：00 19：00
(予定)

3/19●日 13：30 開場14：00 開演

入場料金 全席自由／高校生以下 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　099-813-5052（南日本新聞社事業部）

第39回鹿児島新人演奏会 3/26●日 　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
練習の成果を披露する第39回鹿児島新人演奏会が開催されます。

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）

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 　14：00 開演　

芸術文化活動支援助成金のご案内
県内の幅広い芸術文化活動の振興に資することを目的として、自主的かつ創造性豊か
な音楽・舞踊・演劇・美術・文芸・その他の文化活動を行っている、県内の広域的な芸術文
化団体に対し、助成金を交付いたします。
※応募方法等、詳細についてはHPをご覧いただくか宝山ホールへお問い合わせください。

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

※詳細は次号にてお知らせいたします。
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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

2023

2
https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

開演 終演 入場方法 お問合せ2月の催物

Event
Calendar
Ikoi
vol.250


