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15 木 YouTube 霧島国際音楽祭 オンライン・イベント

17 土
11:00 宝山ホール 宝山ホール祭り① 夏休みファミリー･コンサート

超豪華メンバー！「動物の謝肉祭」＋2台ピアノ「魔法使いの弟子」

16:00 宝山ホール 宝山ホール祭り② 管の祭典～吹奏楽の神が集う！

18 日 14:00 みやまコンセール ピアノ! ピアノ!! ピアノ!!! ザ・ベスト・オブ・ショパン
19 月 19:00 天城町防災センター（徳之島） ふれあいコンサートin天城

20 火

13:00 湧水町いきいきセンターくりの郷 湧水町アフタヌーン･コンサート

19:00 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第2ホール 鈴木雅明指揮　バッハ･コレギウム･ジャパン

21 水 19:00 宮之城文化センター ふれあいコンサートinさつま

22 木・祝 14:00 みやまコンセール 堤剛・鈴木優人デュオ&名手たちの饗宴
フルート・トリオ、カルテット

23 金・祝

9:30 みやまコンセール（小ホール） ［オープン･レッスン］   室内楽クラス

14:00 風テラスあくね ふれあいコンサートin阿久根

14:00 霧島市民会館 山下洋輔クラシック meets JAZZ

24 土
9:30 みやまコンセール（小ホール） ［オープン･レッスン］   ヴァイオリンクラス（藤原クラス）

14:00 みやまコンセール 音楽の散歩① 最高のメンバーで贈る木管三重奏＆弦楽六重奏の響き

7/

7/17（土）  11:00　宝山ホール　▶5ページ
宝山ホール祭り①
夏休みファミリー･コンサート
「動物の謝肉祭」＋
2台ピアノ「魔法使いの弟子」
オールスターメンバーで贈る、語り付き「動物の謝肉祭」は、
子どもから大人まで大満足のコンサート。

7/17（土）  16:00　宝山ホール　▶5ページ
宝山ホール祭り②
管の祭典～吹奏楽の神が集う！
名手！上野星矢・上野耕平・吉田誠が勢揃い。
管楽器のソロ＋吹奏楽三昧の音楽の祭典

7/18（日）  14:00　みやまコンセール　▶6ページ

ピアノ! ピアノ!! ピアノ!!! 
ザ・ベスト・オブ・ショパン
今が旬！ 若き才能が魅せる
ショパンの世界。
「英雄ポロネーズ」「小犬のワルツ」など珠玉の名曲。

7/22（木・祝）  14:00　みやまコンセール　▶7ページ

堤剛・鈴木優人デュオ&
名手たちの饗宴
フルート・トリオ、カルテット
豪華な顔ぶれで贈る、
真夏のスペシャル・ガラ・コンサート！

第42回

7/15木～8/1日2021年

※やむを得ない事情により出演者・曲目は変更になる場合があります。　※有料コンサートについては、特に記載のない場合、未就学児の入場はご遠慮ください。
  このマークの公演は、鹿児島市内から臨時バスが運行します。 詳しくはP.13をご覧ください。

2年ぶり！！  真夏のクラシックの祭典。

臨時バスあり。 詳細はP.13へ。
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超豪華
　メンバー！ ショパン祭り！

音楽祭
ならでは！

60分で
本格オケ！

受賞者の
熱演！

唯一無二の
ガラ・コンサート

 カルテット・
アマービレ登場！

ベートーヴェン
×キリシマ

管楽器好き
  集まれ！



8/

252525 日

13:00 みやまコンセール 音楽の散歩② チェロ･オーケストラ
14:30 みやまコンセール（小ホール） フルートアンサンブル コンサート

15:30 みやまコンセール 音楽の散歩③ 若き才能が結集！！キリシマ･ストリング･オーケストラ
27 火 9:30 みやまコンセール（小ホール） ［オープン･レッスン］   チェロクラス

28 水 19:00 宝山ホール 鈴木優人指揮　キリシマ祝祭管弦楽団

2929 木

9:30 みやまコンセール（小ホール） ［オープン･レッスン］   ピアノクラス

14:00 みやまコンセール ファミリーのためのトーク＆オーケストラ・コンサート
「ベートーヴェン7番」

30 金

10:00 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］   ヴィオラクラス
12:30 みやまコンセール ［スチューデント･コンサート］   ピアノクラス
15:30 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］   ヴァイオリンクラス（加藤クラス）
18:45 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］   チェロクラス

3131 土

10:00 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］   室内楽クラス

13:00 みやまコンセール 音楽祭が誇る！究極の室内楽。
メンデルスゾーンのトリオからゴルトベルクまで。

15:30 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］    ヴァイオリンクラス（藤原クラス）
18:45 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］    フルートクラス

1 日
10:00 みやまコンセール（小ホール） ［スチューデント･コンサート］    室内楽クラス

13:00 みやまコンセール 霧島国際音楽祭賞　受賞者ガラ･コンサート

7 土 17:30 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第1ホール 霧島国際音楽祭連携事業　第55回MBCユースオーケストラ定期演奏会（予定）

7/24（土） 14:00　みやまコンセール　▶8ページ
音楽の散歩①
最高のメンバーで贈る
木管三重奏＆弦楽六重奏の響き
巨匠 堤剛・磯村和英＋NYの若手の登竜門
YCAオーディションで１位を受賞したアマービレが競演。
また木管名手による美しき旋律も必聴。

7/28（水）19:00　宝山ホール　▶10ページ

鈴木優人指揮
キリシマ祝祭管弦楽団
鈴木優人が満を持して祝祭管デビュー！
「未完成」「ベト7」、上原彩子の「皇帝」が聴ける奇跡の一夜。

7/29（木）14:00　みやまコンセール　▶10ページ

ファミリーのための
トーク＆オーケストラ・コンサート
「ベートーヴェン7番」
楽しく本格的なオーケストラは圧巻。
人生のファーストクラシックはこの名曲で！

7/25（日）15:30　みやまコンセール　▶9ページ
音楽の散歩③
若き才能が結集！！
キリシマ･ストリング･オーケストラ
鍛え磨かれた若者が集う弦楽オーケストラ。
鈴木優人と奇跡のアンサンブルを織りなす。

8/1（日）13:00　みやまコンセール　▶11ページ

霧島国際音楽祭賞  受賞者ガラ･コンサート
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
フルート、ピアノ、室内楽から才能の発掘！

2年ぶり！！  真夏のクラシックの祭典。
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超豪華
　メンバー！ ショパン祭り！

音楽祭
ならでは！

60分で
本格オケ！

受賞者の
熱演！

唯一無二の
ガラ・コンサート

  カルテット・
アマービレ登場！

ベートーヴェン
×キリシマ

管楽器好き
  集まれ！
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～安心して音楽をお楽しみいただくために、万全の対策をして皆様をお迎えします。～
新 型コロナウイルス 感 染 拡 大 防 止 についてのお 願 い

●ご入場には十分な距離の保持や体温測定、体調確認等に時間を要します。お時間に余裕をもってご来場下さい。
●ご入場時の検温で高熱（37.5度以上）の方･症状のある方はご入場を見合わせて頂きます。
●会場内ではマスクをご着用下さい。
●ご入場前に手指消毒をお願いします。
●ブラボーの掛け声や、大声での会話はお控え下さい。
●出演者への面会や花束、プレゼント等はご遠慮下さい。
●感染症対策を取りながら、100％での座席設定にて販売いたします。
　 （政府の判断により、イベント収容率の制限に変更が生じた場合は、途中でチケットの販売を停止する場合がございます。）

●詳しくは、音楽祭公式ホームページをご覧下さい。  

前半は2台のピアノで聴く
『魔法使いの弟子』や『花のワルツ』。
青柳晋と小井土文哉の演奏で

名曲の数々をお楽しみいただきます。
後半は・・・没後100年サン=サーンス

『動物の謝肉祭』（白鳥）（水族館）を含む全14曲を
オールスターで演奏！ これは聴き逃せません。

聴きド
コロ！ フルート界の神「上野星矢」、サクソフォン界の神

「上野耕平」、クラリネット界の神「吉田誠」という
3名の憧れのアーティストが鹿児島に揃い踏み。

前半は3名の演奏をお楽しみ下さい。
後半は鹿児島県内の吹奏楽部がゲスト参加！
そこに名手も入って一緒に演奏します。

盛り上がること間違いなし。管楽器好き集まれ！

聴きド
コロ！

ファミリー･コンサート夏 休 み
超豪華メンバー！

2021年7月15日～8月1日開催の第42回霧島国際音楽祭に続き、
スペシャル企画として、2022年1月に2日間に亘る
特別企画「霧島国際音楽祭1月ニューイヤー・コンサート」の
開催を予定しています。

霧島国際音楽祭を毎年心待ちにしてくださっている皆様へ

今年も配信予定（無料）
詳細は後日発表します。こちらもお楽しみに！！

藤田真央　チャイコフスキー国際コンクール第2位。2019年霧島国際音楽祭大賞を受賞。
2019/2020シーズンは、ゲルギエフ指揮マリインスキー管と共演しロンドン・デビュー。THE TIMES紙で「藤田は素晴らしい表現力と趣
味の良い感性を持っており、躍動的で雄弁な詩情と、深みのある解釈を持ちつつ、恐れを知らない大胆な表現ができる。」と大絶賛された
他、ミュンヘン、ニューヨーク、モスクワ、サンクトペテルブルグ、ソウルなどでもデビュー。

カルテット・アマービレ　第37回霧島国際音楽祭賞、音楽監督賞受賞。2016年難関で知られるミュンヘン国際音楽コンクール第3位。あ
わせて特別賞を受賞。19年NYで行われたヤングコンサートアーティスト国際オーディションで第1位を獲得。NY、ワシントンなどでの米国
デビューツアーが予定されている。

期間： 2022年1月9日（日）、10日（月・祝）
会場： みやまコンセール
出演： 堤剛（チェロ）、藤田真央（ピアノ）、
 カルテット・アマービレ（予定）
【予定公演】

Vol.1 藤田真央ピアノ・リサイタル
 ショパン：ノクターンOp.48 、バラード第3番Op.47
 リスト：バラード2番 S.171 R.16 
 ブラームス：主題と変奏ニ短調Op.18b 
 クララ・シューマン：３つのロマンスOp.21 
 シューマン：ピアノソナタ第2番Op.22

Vol.2 堤剛＆藤田真央＆カルテット・アマービレ  ほか

「霧島国際音楽祭1月 ニューイヤー・コンサート」
 開催予定！！

おうちでおうちで大人気！
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緊急
告知！

詳細、発売日は7月頃に発表いたします。お楽しみに！

NEW YEAR

CONCERT

©EIICHI IKEDA©EIICHI IKEDA©鍋島徳恭©鍋島徳恭

2年ぶりの夏の音楽祭。

https://www.youtube.com/channel/UCGG2ZXONWCVItwg3JBLk9kQ


青柳晋 小井土文哉吉田誠上野星矢
カルテット･アマービレ

〈宝山ホール祭り①〉

「動物の謝肉祭」＋
2台ピアノ「魔法使いの弟子」
オールスターメンバーで贈る、語り付き「動物の謝肉祭」は、
子どもから大人まで大満足のコンサート。

7/17（土）
開演11:00 開場10:15（120分）
宝山ホール
曲目

モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ第1楽章
デュカス：魔法使いの弟子
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
チャイコフスキー：花のワルツ
サン=サーンス：動物の謝肉祭（語りつき）　ほか
出演

上野星矢（フルート）
第８回ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール優勝

吉田誠（クラリネット）
第5回東京音楽コンクール木管部門第１位および聴衆賞

青柳晋（ピアノ） 東京藝術大学教授
小井土文哉（ピアノ）
第37回音楽祭賞、第87回日本音楽コンクール第1位

カルテット･アマービレ
第37回音楽祭賞、音楽監督賞、2016年ミュンヘン国際音楽コンクール第３位

　ほか

一般¥3,000　高校生以下¥1,500
Pコード：562-071

〈宝山ホール祭り②〉

管の祭典
～吹奏楽の神が集う！

名手！上野星矢・上野耕平・吉田誠が勢揃い。
管楽器のソロ＋吹奏楽三昧の音楽の祭典

7/17（土）
開演16:00 開場15:15（120分）
宝山ホール
曲目

ビゼー：オペラ「カルメン」より　間奏曲
ビゼー：カルメン・ファンタジー（上野星矢/内門卓也編）
メサジェ：ソロ・ドゥ・コンクール
ドヴォルザーク：家路～交響曲第9番「新世界より」（林そよか編）
コックロフト：ロック・ミー　　ほか 
吹奏楽部と共演！！お楽しみに！
出演

上野星矢（フルート）
第８回ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール優勝

吉田誠（クラリネット）
第5回東京音楽コンクール木管部門第１位および聴衆賞

上野耕平（サクソフォン）
第28回日本管打楽器コンクール第１位、第６回アドルフ・サックス国際コン
クール第２位

小井土文哉（ピアノ）
第37回音楽祭賞、第87回日本音楽コンクール第1位

鹿児島県内の吹奏楽部参加予定（後半のみ）

一般¥3,000　高校生以下¥1,500
Pコード： 562-072

photo: 吉田誠 ©Aurélien Tranchet　小井土文哉 ©Kei Uesugi 　上野耕平 ©Ken Murakami

上野耕平 小井土文哉

吉田誠上野星矢

2公演同じ席でお楽しみいただけるセット券限定販売（6月末まで）　一般¥5,000　高校生以下¥2,500（売切次第終了）2公演セット券
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前半は2台のピアノで聴く
『魔法使いの弟子』や『花のワルツ』。
青柳晋と小井土文哉の演奏で

名曲の数々をお楽しみいただきます。
後半は・・・没後100年サン=サーンス

『動物の謝肉祭』（白鳥）（水族館）を含む全14曲を
オールスターで演奏！ これは聴き逃せません。

聴きド
コロ！ フルート界の神「上野星矢」、サクソフォン界の神

「上野耕平」、クラリネット界の神「吉田誠」という
3名の憧れのアーティストが鹿児島に揃い踏み。

前半は3名の演奏をお楽しみ下さい。
後半は鹿児島県内の吹奏楽部がゲスト参加！
そこに名手も入って一緒に演奏します。

盛り上がること間違いなし。管楽器好き集まれ！

聴きド
コロ！

ファミリー･コンサート夏 休 み
超豪華メンバー！

2021年7月15日～8月1日開催の第42回霧島国際音楽祭に続き、
スペシャル企画として、2022年1月に2日間に亘る
特別企画「霧島国際音楽祭1月ニューイヤー・コンサート」の
開催を予定しています。

霧島国際音楽祭を毎年心待ちにしてくださっている皆様へ

今年も配信予定（無料）
詳細は後日発表します。こちらもお楽しみに！！

藤田真央　チャイコフスキー国際コンクール第2位。2019年霧島国際音楽祭大賞を受賞。
2019/2020シーズンは、ゲルギエフ指揮マリインスキー管と共演しロンドン・デビュー。THE TIMES紙で「藤田は素晴らしい表現力と趣
味の良い感性を持っており、躍動的で雄弁な詩情と、深みのある解釈を持ちつつ、恐れを知らない大胆な表現ができる。」と大絶賛された
他、ミュンヘン、ニューヨーク、モスクワ、サンクトペテルブルグ、ソウルなどでもデビュー。

カルテット・アマービレ　第37回霧島国際音楽祭賞、音楽監督賞受賞。2016年難関で知られるミュンヘン国際音楽コンクール第3位。あ
わせて特別賞を受賞。19年NYで行われたヤングコンサートアーティスト国際オーディションで第1位を獲得。NY、ワシントンなどでの米国
デビューツアーが予定されている。

期間： 2022年1月9日（日）、10日（月・祝）
会場： みやまコンセール
出演： 堤剛（チェロ）、藤田真央（ピアノ）、
 カルテット・アマービレ（予定）
【予定公演】

Vol.1 藤田真央ピアノ・リサイタル
 ショパン：ノクターンOp.48 、バラード第3番Op.47
 リスト：バラード2番 S.171 R.16 
 ブラームス：主題と変奏ニ短調Op.18b 
 クララ・シューマン：３つのロマンスOp.21 
 シューマン：ピアノソナタ第2番Op.22

Vol.2 堤剛＆藤田真央＆カルテット・アマービレ  ほか

「霧島国際音楽祭1月 ニューイヤー・コンサート」
 開催予定！！

おうちでおうちで大人気！
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緊急
告知！

詳細、発売日は7月頃に発表いたします。お楽しみに！

NEW YEAR

CONCERT

©EIICHI IKEDA©EIICHI IKEDA©鍋島徳恭©鍋島徳恭

2年ぶりの夏の音楽祭。



ピアノ! ピアノ!! ピアノ!!! 
ザ・ベスト・オブ・ショパン

かつて音楽祭で学び、今や世界を駆ける４人の
豪華ピアニストが贈る、
若き才能が魅せるショパンの世界。
「英雄ポロネーズ」「小犬のワルツ」など珠玉の名曲。

7/18（日）
開演14:00 開場13:30（120分）
みやまコンセール
曲目

オールショパンプログラム
谷昂登 ノクターン第13番、ワルツ第1番「華麗なる大円

舞曲」、小犬のワルツ、英雄ポロネーズ
佐川和冴 練習曲「黒鍵」「革命」、
 アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ
有島京 前奏曲「雨だれ」、バラード 第１番、
 ワルツ第5番「大円舞曲」
小井土文哉 ノクターン第17番、練習曲「エオリアンハープ」

「木枯らし」「大洋」

出演

谷昂登（東京音コン最高位）

佐川和冴（東京音大コン最年少1位）

有島京（ポーランドで研鑽）

小井土文哉（日本音コン1位）

一般¥4,000　高校生以下¥2,500
Pコード：562-073

鈴木雅明指揮
バッハ･コレギウム･ジャパン

世界が称賛するＢＣＪメンバーによる
トップ・オブ・バロック！
バッハのスペシャリスト鈴木雅明の指揮と
チェンバロで聴く「四季」や「ブランデンブルク」

7/20（火）
開演19:00 開場18:00（120分）
川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第2ホール
曲目

A.ヴィヴァルディ：四季 より 春・夏・秋
J.S.バッハ：管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067
J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050
出演

鈴木雅明（指揮・チェンバロ） BCJ音楽監督
バッハ･コレギウム･ジャパン（7人）
鈴木雅明がオリジナル楽器のスペシャリストを擁して結成したオーケストラ
と合唱団、今回は7人の室内楽編成

全席指定¥4,000　※高校生以下¥2,000

Pコード：195-071
Lコード：84258
一般発売日：5月8日（土）10:00～

【鹿児島市民文化ホール・谷山サザンホール友の会】
個人会員は2枚まで10％ off
先行予約は川商ホールでのみ受付
先行予約：5月1日（土）11:00～

photo: 谷昂登 ©Shigeto Imura　 小井土文哉 ©Kei Uesugi 　 鈴木雅明 ©Marco Borggreve

鈴木雅明

谷昂登

有島京 小井土文哉

佐川 和冴
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堤剛・鈴木優人デュオ&
名手たちの饗宴
フルート・トリオ、カルテット
堤剛・鈴木優人の初共演、夢のデュオは見逃せない！
豪華な顔ぶれで贈る、
真夏のスペシャル・ガラ・コンサート！

7/22（木・祝）
開演14:00 開場13:30（120分）
みやまコンセール

 ＜往復＞

曲目

ウェーバー：フルート三重奏曲 ト短調 Op.63
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第1番 ヘ長調 Op.18-1
ベートーヴェン：
　　ユダス･マカベウスの主題による変奏曲 WoO45
シューベルト：アルペジョーネ･ソナタ イ短調 D 821
出演

工藤重典（フルート） 
パリ・エコール・ノルマル音楽院、東京音楽大学教授

笹沼樹（チェロ）
カルテット・アマービレ

練木繁夫（ピアノ）
桐朋学園大学名誉教授

カルテット･アマービレ
第37回音楽祭賞、音楽監督賞、2016年ミュンヘン国際音楽コンクール第３位
堤剛（チェロ） 
霧島国際音楽祭音楽監督

鈴木優人（ピアノ）
BCJ首席指揮者

一般¥5,500　高校生以下¥4,000
Pコード：562-074

山下洋輔
クラシック meets JAZZ

ジャズ界の巨匠、山下洋輔が霧島市民会館に初登場！
クラシックを素材にインプロヴィゼーション（即興）を
繰り広げます！クラシックからジャズのナンバーまで
ピアノ・ソロをお楽しみください。

7/23（金・祝）
開演14:00 開場13:00（120分）
霧島市民会館
曲目

ボレロ
ラプソディ・イン・ブルー　　ほか

出演

山下洋輔（ピアノ）
日本を代表するジャズ・ピアニスト

一般¥2,000　高校生以下¥1,000（当日券各¥500増し）
Pコード：195-739
Lコード：81735
一般発売日：5月10日（月）10:00～

photo: 堤 剛 ©鍋島徳恭　鈴木優人 ©Marco Borggreve 　工藤重典 ©土居政則　笹沼樹 ©Kei Uesugi 　練木繁夫 ©大窪 道治

カルテット・アマービレ 山下洋輔工藤重典

堤剛 鈴木優人

笹沼樹 練木繁夫
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お得なフリーパス券のご案内

photo: 堤 剛 ©鍋島徳恭　広田智之 ©HIKARU☆

音楽の散歩①
最高のメンバーで贈る
木管三重奏＆
弦楽六重奏の響き
巨匠 堤剛・磯村和英＋NYの若手の登竜門YCAオー
ディションで１位を受賞したアマービレが競演。
また木管名手による美しき旋律も必聴。

7/24（土）
開演14:00 開場13:30（120分）
みやまコンセール
曲目

ベートーヴェン：三重奏曲 Op.87
ブラームス：弦楽六重奏曲 第2番 ト長調 Op.36 ほか

出演

広田智之（オーボエ） 
東京都交響楽団首席奏者

大島弥州夫（オーボエ）
大阪フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者

井上俊次（ファゴット）
読売日本交響楽団首席奏者

磯村和英（ヴィオラ）
元東京クヮルテット ヴィオラ奏者

堤剛（チェロ）
霧島国際音楽祭音楽監督

カルテット･アマービレ
第37回音楽祭賞、音楽監督賞、
2016年ミュンヘン国際音楽コンクール第３位

一般¥4,000　高校生以下¥2,500
Pコード：562-075

堤剛

広田智之

磯村和英

大島弥州夫

カルテット･アマービレ

井上俊次

みやまコンセールで一流のコンサートを
気軽にお聴きいただける名物企画、
「音楽の散歩」シリーズ。
音楽祭の誇るアーティストたちが続々と出演します！

右記3公演はすべて同じお席でお楽しみいただけます！
一般￥8,000  高校生以下￥4,000
＊みやまコンセール（0995-78-8000）のみで販売 
【6月末まで】
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お得なフリーパス券のご案内

音楽の散歩③
若き才能が結集！！
キリシマ･ストリング･
オーケストラ
鍛え磨かれた若者が集う弦楽オーケストラ。
鈴木優人と奇跡のアンサンブルが炸裂。

7/25（日）
開演15:30 開場15:00（90分）
みやまコンセール
曲目

武満徹：3つの映画音楽 ※没後25年
J.S.バッハ：
　　ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調BWV1048
メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲 第3番 ホ短調 
ブロッホ：コンチェルト･グロッソ 第1番 
出演

鈴木優人（指揮）
BCJ首席指揮者

キリシマ･ストリング･オーケストラ

一般¥4,000　高校生以下¥2,500
Pコード：562-077

音楽の散歩②
音楽祭名物！
チェロ･オーケストラ

テレビ「題名のない音楽会」でも話題。
チェロの音色が織りなす名曲の数々。

7/25（日）
開演13:00 開場12:30（60分）
みやまコンセール
曲目

ロッシーニ：セビリアの理髪師序曲
ハイドン：ディヴェルティメント
モーツァルト：ディヴェルティメント K.136より第2 楽章
J.S.バッハ：シャコンヌ
出演

キリシマ･チェロ･オーケストラ

一般¥2,000　高校生以下¥1,000
Pコード：562-076

キリシマ･ストリング･オーケストラキリシマ･チェロ･オーケストラ 鈴木優人

photo:鈴木優人 ©Marco Borggreve 9



鈴木優人指揮
キリシマ祝祭管弦楽団
「ベト7」と上原彩子の「皇帝」
鈴木優人が満を持して祝祭管デビュー！
「未完成」「皇帝」「ベト7」が一夜で聴ける贅沢。

7/28（水）
開演19:00 開場18:15（120分）
宝山ホール
曲目

シューベルト：交響曲 第8番 ロ短調 D 759 「未完成」
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」 
ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 Op.92 
出演

キリシマ祝祭管弦楽団
鈴木優人（指揮） BCJ首席指揮者
上原彩子（ピアノ） 第12回チャイコフスキー国際コンクール第１位

S席¥6,500　A席¥4,500　A席（U-25）¥3,000
Pコード：194-250
Lコード：83216

「ベートーヴェン7番」
生で聴く楽しく本格的なオーケストラは圧巻。
人生のファーストクラシックはこの名曲で！

7/29（木）
開演14:00 開場13:30（60分）
みやまコンセール
曲目

ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 Op.92
出演

キリシマ祝祭管弦楽団
鈴木優人（指揮） 
BCJ首席指揮者

一般¥3,000　
高校生以下¥1,500
Pコード：562-078

上原彩子

鈴木優人

ヴァイオリン 藤原 浜雄   元読売日本交響楽団 ソロ・コンサートマスター 
 加藤 知子  チャイコフスキー国際コンクール第2位
 伊藤 亮太郎 NHK交響楽団 コンサートマスター
 川久保 賜紀 チャイコフスキー国際コンクール最高位
 北田 千尋 カルテット・アマービレ メンバー
 小林 玉紀 NHK交響楽団 ヴァイオリン奏者
 篠原 悠那 カルテット・アマービレ メンバー
 瀧村 依里 読売日本交響楽団 首席奏者
 長原 幸太 読売日本交響楽団 コンサートマスター
 松原 勝也 元新日本フィルハーモニー交響楽団 コンサートマスター
ヴィオラ 店村 眞積 東京都交響楽団 特任首席奏者
 石橋 直子 名古屋フィルハーモニー交響楽団　首席奏者
 中 恵菜 カルテット・アマービレ メンバー
チェロ 上村 文乃 日本音楽コンクール第2位、霧島国際音楽祭賞
 菊地 知也 日本フィルハーモニー交響楽団　ソロ･チェロ奏者
 笹沼 樹 カルテット・アマービレ メンバー
 田中 雅弘 元東京都交響楽団 首席奏者
 西谷 牧人 元東京交響楽団 首席奏者

コントラバス 吉田 秀 NHK交響楽団 首席奏者
 長谷川 信久 国内主要オーケストラに客演
フルート 工藤 重典 パリ･エコールノルマル音楽院教授
オーボエ 広田 智之 東京都交響楽団 首席奏者
 大島 弥州夫 大阪フィルハーモニー交響楽団 オーボエ奏者
クラリネット 三界 秀実 東京都交響楽団 首席奏者
 鎌田 浩志 読売日本交響楽団 クラリネット奏者
ファゴット 井上 俊次 読売日本交響楽団 首席奏者
 岡本 正之 東京都交響楽団 首席奏者
ホルン 日髙 剛 元NHK交響楽団 ホルン奏者
 安土 真弓 名古屋フィルハーモニー交響楽団 首席奏者
トランペット 高橋 敦 東京都交響楽団 首席奏者
 中山 隆崇 東京都交響楽団 トランペット奏者
トロンボーン 池上 亘 NHK交響楽団 トロンボーン奏者
 古荘 恭英 九州交響楽団 バス・トロンボーン奏者
ティンパニ 久保 昌一 NHK交響楽団 首席奏者

キリシマ祝祭管弦楽団　主要メンバー（予定）

photo: 鈴木優人 ©Marco Borggreve 　上原彩子 ©武藤章　

18:50～
指揮者 鈴木優人
によるプレトーク

10

聴きド
コロ！

キリシマ祝祭管を
みやまコンセールで楽しめる！
曲の解説トークつきで

60分のファミリーコンサート！

マスタークラスで選抜された
音楽祭受賞者による
贅沢なガラ・コンサート！

演目や出演者は期間中に決定します。
切磋琢磨する若い音楽家たちの
フレッシュな名演は見逃せません！

聴きド
コロ！

ファミリー･コンサート夏 休 み

ファミリーのための
トーク＆オーケストラ・コンサート



上原彩子 松原勝也上村文乃川久保賜紀 

音楽祭が誇る！
究極の室内楽。
メンデルスゾーンのトリオからゴルトベルクまで。

チャイコフスキーコンクール最高位＆優勝の
川久保・上原、そして上村のトリオ・・ ・ 
名手勢揃いが奏でる名曲

7/31（土）
開演13:00 開場12:30（120分）
みやまコンセール
曲目

シューマン：幻想小曲集 Op.73
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 Op.49
J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 BWV988（抜粋）
松原勝也編曲弦楽五重奏版

出演

川久保賜紀 （ヴァイオリン） 
チャイコフスキー国際コンクール最高位

上村文乃 （チェロ）
第30回、33回、39回音楽祭賞、日本音楽コンクール第2位

上原彩子 （ピアノ）
チャイコフスキー国際コンクール第１位

松原勝也 （ヴァイオリン） 
元新日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター

藤原浜雄 （ヴァイオリン）
元読売日本交響楽団ソロ･コンサートマスター

店村眞積 （ヴィオラ） 
東京都交響楽団特任首席奏者

菊地知也 （チェロ）
第6回･第8回音楽祭特別奨励賞受賞、日本フィルハーモニー交響楽団
ソロ･チェロ奏者

吉田秀 （コントラバス）
NHK交響楽団首席奏者

一般¥4,000　高校生以下¥2,500
Pコード：562-079

菊地知也店村眞積藤原浜雄

ファイナル！
霧島国際音楽祭賞
受賞者ガラ･コンサート
音楽祭のクライマックス！
世界に羽ばたく才能の「今」を聴く。

8/1（日）
開演13:00 開場12:30（120分）
みやまコンセール
曲目

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート、ピアノ、室内楽
各クラスから選ばれた若い音楽家によるソロ･室内楽

出演

各クラス・音楽祭賞受賞者

一般¥2,000　高校生以下¥1,000
Pコード：562-080

photo: 川久保賜紀 ©Yuji Hori 　上原彩子 ©武藤章　店村眞積 ©MeisterMusic 米田泰久

過去の音楽祭受賞者
第41回　クァルテット・インテグラ（霧島国際音楽祭監督賞）
第40回　藤田真央［ピアノ］（霧島国際音楽祭大賞）
第40回　川口さくら［ヴィオラ］（霧島国際音楽祭監督賞）
第38回　谷 昂登［ピアノ］（霧島国際音楽祭監督賞）

吉田秀 （過去のガラ・コンサートより）

11

聴きド
コロ！

キリシマ祝祭管を
みやまコンセールで楽しめる！
曲の解説トークつきで

60分のファミリーコンサート！

マスタークラスで選抜された
音楽祭受賞者による
贅沢なガラ・コンサート！

演目や出演者は期間中に決定します。
切磋琢磨する若い音楽家たちの
フレッシュな名演は見逃せません！

聴きド
コロ！

ファミリー･コンサート夏 休 み

ファミリーのための
トーク＆オーケストラ・コンサート



中恵菜

霧島国際音楽祭マスタークラスに参加する
これから世界に羽ばたく優秀な受講生たちによるコンサートです。
キラキラと輝く原石たちの演奏をお聴き逃しなく！

7月25日（日） 14:30～15:00 フルートアンサンブル
7月30日（金） 10:00～12:00  ヴィオラクラス
 12:30～15:00 ピアノクラス （会場：主ホール）
 15:30～17:45 ヴァイオリン 加藤クラス
 18:45～21:00 チェロクラス 
7月31日（土） 10:00～11:30 室内楽クラス
 15:30～17:45  ヴァイオリン 藤原クラス
 18:45～21:00 フルートクラス
8月1日（日）  10:00～11:30 室内楽クラス
会場：みやまコンセール 小ホール（一部除く）
入場無料（要申込）
※各回の出演クラスが変更になる場合がございます。
※クラスの受講生の人数により終了時間が前後することがございます。
※座席には定員がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮下さい。
※お申込方法は、6月上旬に音楽祭公式ホームページ・SNSなどでお知らせいたします。

ふれあいコンサートin天城
7/19（月）開演19:00 （100分）
天城町防災センター（徳之島）
問合せ：天城町教育委員会 社会教育課 0997-85-4729

ふれあいコンサートinさつま
7/21（水）開演19:00 （100分）
宮之城文化センター
問合せ：さつま町教育委員会社会教育課文化係0996-53-1732

ふれあいコンサートin阿久根
7/23（金・祝）開演14:00 （100分）
風テラスあくね
問合せ：阿久根市教育委員会 生涯学習課 0996-72-1051

湧水町アフタヌーン･コンサート
7/20（火）開演13:00（60分）
湧水町いきいきセンターくりの郷
曲目  リスト：愛の夢 第3番
 エルガー：愛のあいさつ ほか
出演  青柳晋（ピアノ） 
 篠原悠那、北田千尋（ヴァイオリン）
 中恵菜（ヴィオラ）
無料　
問合せ： 湧水町いきいきセンター くりの郷 0995-74-1811

スチューデント・コンサート
会場：みやまコンセール 小ホール（一部除く）

一般の方も小ホールで行われるレッスンの聴講ができます。
世界的な講師陣による学びの場に立ち会いませんか？
（未就学児を除くどなたでも聴講できます。）

7月23日（金・祝） 9:30～12:30  室内楽クラス
7月24日（土） 9:30～12:30 ヴァイオリン 藤原クラス
7月27日（火）  9:30～12:30 チェロクラス
7月29日（木）  9:30～12:30 ピアノクラス

会場：みやまコンセール 小ホール
一般￥1,000　高校生以下￥500 事前予約不要
当日小ホール入口にて受付いたします。
※レッスンの進行状況により、レッスンが早く終了する場合がございます。
※クラスが変更になる場合がございます。

オープン･レッスン
会場：みやまコンセール 小ホール

曲目  プッチーニ：
 　「ジャンニ・スキッキ」より《私のお父さま》、
 　「トゥーランドット」より《誰も寝てはならぬ》
 ヴェルディ：「椿姫」より《乾杯の歌》　ほか
出演  鷲尾麻衣（ソプラノ）
 城宏憲（テノール）
 石野真穂（ピアノ）

青柳晋

鷲尾 麻衣

篠原悠那

城宏憲

北田千尋
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往路（行き） 復路（帰り）＊2
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7
番
）
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伊
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＊1

鹿
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島
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港

（
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前
）＊1
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コ
ン
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ル 

着
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ま
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セ
ー
ル 

発

鹿
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島
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港

（
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線
前
）＊1

下
伊
敷
＊1

鹿
児
島
中
央
駅

（
東
口
7
番
）

天
文
館 

着公演日 開場/開演 公演名

7月22日（木・祝） 13:30/14:00 堤剛・鈴木優人デュオ&
名手たちの饗宴 11:25 11:40 11:55 12:25 13:00 16:30 17:05 17:35 17:50 18:05

乗車料金

ご予約先

鹿児島北 I.C. 溝辺鹿児島空港 I.C.

横川 I.C.
み
や
ま
コ
ン
セ
ー
ル（
霧
島
国
際
音
楽
ホ
ー
ル
）

車で約25分
（高速自動車道）
車で約25分

（高速自動車道）

鹿児島中央駅 鹿児島空港
空港連絡バスで
約40分

空港連絡バスで
約40分

鹿児島中央駅

都城駅

都城市内

隼人駅
嘉例川駅

国分駅

霧島温泉駅

霧島神宮駅
車で

約15分
車で

約15分

車で
約25分
車で

約25分

路線バスで
約25分

路線バスで
約25分

車で
約60分
車で

約60分

鹿児島空港
市役所前

朝日通

空港連絡バスで約60分空港連絡バスで約60分

JR鹿児島中央駅
金生町
きんせいちょう

金生町
きんせいちょう

朝日通
JR鹿児島駅

※当ホールには駐車場がありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
お車でご来場の際は、近くの有料駐車場をご利用ください。

宝
山
ホ
ー
ル（
鹿
児
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
）

徒歩5分徒歩5分

徒歩5分徒歩5分

徒歩5分徒歩5分

市営バスほかで約10分市営バスほかで約10分
市電で約10分市電で約10分

市営バスほかで約5分市営バスほかで約5分
市電で約5分市電で約5分

金生町
きんせいちょう

都城都城

曽於曽於

志布志志布志
垂水垂水

霧島霧島

鹿屋鹿屋

日置日置

指宿指宿
枕崎枕崎

南九州南九州

南さつま南さつま

いちき
串木野
いちき
串木野

薩摩川内薩摩川内

阿久根阿久根

出水出水

小林小林

伊佐伊佐

霧島山

桜島

九州新幹線九州新幹線

九州自動車道九州自動車道
霧島神宮霧島神宮

川商ホール(鹿児島市民文化ホール)

鹿児島
空港

湧水町いきいきセンター
くりの郷

みやまコンセール
（霧島国際音楽ホール）

鹿児島中央駅

姶良姶良

宝山ホール

霧島市民会館

鹿児島鹿児島

○鹿児島空港発（約25分）
○霧島市役所（国分）発　妙見・日当山経由（約50分）
　　 柳平バス停   下車、徒歩10分　または　
　　 牧場バス停   下車、徒歩15分

○国分駅発　霧島神宮経由（約60分）
　　 丸尾バス停  下車、タクシー5分

 天文館・鹿児島中央駅・下伊敷… 往復2,100円（学生1,500円）　片道1,500円（学生1,000円）
 鹿児島空港……………………… 往復1,200円　片道600円
＊学生／お支払時に学生証の呈示が必要です。
＊鹿児島市内往復ご利用の方は、前日までに天文館チケットセンター（鹿児島市東千石12-22）で乗車券をご購入いただくか、当日乗車時に釣銭のないように現金でお支払いください。
＊片道のみの場合（すべての乗降地）と鹿児島空港をご利用の場合は、当日乗車時に片道分ずつを、釣銭のないように現金でお支払いください。

＊1 下伊敷，鹿児島空港（国際線前）には予約があった場合のみ停車します。
＊2 復路 (帰り)は，実際の終演時間に合わせて出発します。
＊ 天候や道路状況，演奏時間により遅延が発生する場合があります。お時間に余裕をもってご利用ください。

2日前までに要予約・定員になり次第締切・5/5（水・祝）10：00～受付開始

霧島国際音楽祭　会場MAP

路線バス ご案内

みやまコンセールまでの所要時間

宝山ホールまでの所要時間

臨時バス 「チェロまろ号」ご案内 　　　

鹿児島市内～みやまコンセール間　臨時バス運行時刻表

鹿児島交通 099-254-8970（平日）　099-247-2334（土日祝）

霧島国際音楽祭＜友の会＞ご案内
鹿児島・霧島市全域の2つの友の会が特色ある活動を展開中。年会費、特典などは友の会ごとに異なります。入会手続き、詳細のお問合せは各事務局まで。
鹿児島友の会 099-222-6208　（〒892-0846鹿児島市加冶屋町2-15加冶屋町Nビル104）
きりしま友の会 0995-64-0710（霧島市役所　スポーツ・文化振興課内）

鹿児島交通「霧島いわさきホテル行き」にご乗車ください。

※霧島いわさきホテルは休館していますが、バス停の「霧島
いわさきホテル」は残っており、路線バスは「霧島いわさきホ
テル行き」として運行されています。
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© 鍋島徳恭

堤 剛
Tsuyoshi TSUTSUMI
サントリーホール館長、
サントリー芸術財団代表理事、
桐朋学園大学特命教授、
芸術院会員

伊藤 亮太郎
Ryotaro ITO

NHK交響楽団コン
サートマスター、第
15回霧島国際音楽
祭賞受賞

加藤 知子 川久保 賜紀
Tamaki KAWAKUBO

2002年チャイコフ
スキー国際コンクー
ル最高位

小林 玉紀
Tamaki KOBAYASHI

NHK交響楽団奏
者、第12回霧島国
際音楽祭賞受賞

Tomoko KATO

桐朋学園大学教授、
チャイコフスキー国
際コンクール第２位

© 山内洋子 ©Yuji Hori

鈴木 雅明 鈴木 優人
Masato SUZUKI

バッハ・コレギウム・
ジャパン首 席 指 揮
者、読売日本交響楽
団指揮者/クリエイ
ティブ・パートナー

Masaaki SUZUKI

バッハ・コレギウム・
ジャパン音楽監督

©Marco Borggreve ©Marco Borggreve

瀧村 依里 長原 幸太 藤原 浜雄 松原 勝也
Eri TAKIMURA Kota NAGAHARA Hamao FUJIWARA Katsuya MATSUBARA

読売日本交響楽団
首席奏者

読売日本交響楽団
コンサートマスター、
第18回霧島国際音
楽祭特別奨励賞受
賞

元読売日本交響
楽団ソロ･コンサー
トマスター

元新日本フィルハー
モニー交響楽団
コンサートマスター

© 尾形正茂

石橋 直子 磯村 和英 店村 眞積 上村 文乃
Naoko ISHIBASHI Kazuhide ISOMURA Mazumi TANAMURA Ayano KAMIMURA

名古屋フィルハーモ
ニー交響楽団首席
奏者

桐朋学園大学特任
教授、元東京クヮル
テット ヴィオラ奏者

東京都交響楽団
特任首席奏者

第80回日本音楽コ
ンクール第2位、第
30回・第33回・第39
回霧島国際音楽祭
賞受賞

©篠原栄治 ©MeisterMusic 米田泰久

菊地 知也 田中 雅弘 西谷 牧人 長谷川 信久
Tomoya KIKUCHI Masahiro TANAKA Makito NISHIYA Nobuhisa HASEGAWA

日本フィルハーモニー
交響楽団ソロ･チェ
ロ奏者、第6回･第8
回霧島国際音楽祭
特別奨励賞受賞

元東京都交響楽団
首席奏者、第1回霧
島国際音楽祭賞受
賞

元東京交響楽団
首席奏者

様々なオーケストラ
で客演を重ねるコン
トラバス奏者

吉田 秀 上野 星矢 工藤 重典 大島 弥州夫
Shu YOSHIDA Seiya UENO Shigenori KUDO Yasuo OSHIMA

NHK交響楽団
首席奏者

第８回 ジャン = ピ
エール・ランパル国
際フルートコンクー
ル優勝

パリ・エコール・ノル
マル音楽院、東京音
楽大学教授

大阪フィルハーモ
ニー交響楽団オーボ
エ奏者

© 土居政則

広田 智之 鎌田 浩志 三界 秀実 吉田 誠
Tomoyuki HIROTA Hiroshi KAMATA Hidemi MIKAI Makoto YOSHIDA

東京都交響楽団
首席奏者

読売日本交響楽団
クラリネット奏者

東京都交響楽団
首席奏者

第5回東京音楽コ
ンクール木管部門
第１位および聴衆
賞

©HIKARU ☆ ©Masashige Ogata ©Aurélien Tranchet

上野 耕平 井上 俊次 岡本 正之 安土 真弓
Kohei UENO Toshitugu INOUE Masayuki OKAMOTO Mayumi ANZUCHI

第28回日本管打楽
器コンクール第１
位、第６回アドルフ・
サックス国際コン
クール第２位

読売日本交響楽団
首席奏者

東京都交響楽団
首席奏者

名古屋フィルハー
モニー交響楽団首
席奏者

©Ken Murakami ©堀田力丸

Artists
出演アーティスト

音楽監督・チェロ

ヴァイオリン

ヴァイオリン

指揮・チェンバロ 指揮・ピアノ

ファゴット ホルン

チェロ

チェロ

コントラバス

オーボエ

オーボエ クラリネット

コントラバス フルート

ヴィオラ

サクソフォン



キリシマ祝祭管弦楽団    Kirishima Festival Orchestra

N響・読響・都響など日本を代表するオーケストラの首席奏者たち
で構成される音楽祭だけのスーパー・オーケストラ

バッハ・コレギウム・ジャパン Bach Collegium Japan

鈴木雅明がオリジナル楽器のスペシャリストを擁して結成した
オーケストラと合唱団、今回は７人の室内楽編成

©João Messias

キリシマ・ストリング・オーケストラ  Kirishima String Orchestra

腕利きの選ばれし音楽祭受講生で構成された
一期一会の弦楽オーケストラ

カルテット・アマービレ  Quartet Amabile

2016年ミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門第３位入賞、
第37回霧島国際音楽祭賞、音楽監督賞受賞

オーケストラ・アンサンブル

15

日髙 剛 高橋 敦 中山 隆崇 池上 亘
Takeshi HIDAKA Osamu TAKAHASHI Takashi NAKAYAMA Ko IKEGAMI

元NHK交響楽団
ホルン奏者

東京都交響楽団
首席奏者

東京都交響楽団
トランペット奏者

NHK交響楽団
トロンボーン奏者

©masato okazaki

古荘 恭英 久保 昌一 青柳 晋 有島 京
Takahide FURUSHO Shoichi KUBO Susumu AOYAGI Miyako ARISHIMA

九州交響楽団バス・
トロンボーン奏者

鹿児島県出身、
NHK交響楽団首席
奏者

東京藝術大学教授 第10回ダルムシュ
タット国際ショパン
ピアノコンクール第
5位、第34回霧島国
際音楽祭賞受賞

上原 彩子 小井土 文哉 佐川 和冴 谷 昂登
Ayako UEHARA Fumiya KOIDO Kazusa SAGAWA Akito TANI

第12回チャイコフ
ス キ ー 国 際 コ ン
クールピアノ部門
第１位

第87回日本音楽コ
ンクール第1位、第
37回霧島国際音楽
祭賞受賞

第15回東京音楽大
学コンクール第1
位、第39回霧島国
際音楽祭賞受賞

第18回東京音楽コン
クー ル 第 2 位〈 最 高
位〉及び聴衆賞、第38
回 霧 島 国 際 音 楽 祭
賞、音楽監督賞受賞

© 武藤章 ©Kei Uesugi ©Shigeto Imura

練木 繁夫 山下 洋輔 鷲尾 麻衣 城 宏憲
Shigeo NERIKI Yosuke YAMASHITA Mai WASHIO Hironori JO

桐朋学園大学
名誉教授

日本を代 表する
ジャズ・ピアニスト

第7回東京音楽
コンクール第2位

第84回日本音楽コ
ンクール声楽部門
第1位、第42回イタ
リア声楽コンコルソ
シエナ大賞

© 大窪道治 ©Jimmy &amp; Dena Katz

ホルン トランペット トロンボーン

ピアノ

ピアノ

トロンボーン ティンパニ

石野 真穂
Maho ISHINO
新国立劇場オペラ研修所ピアニスト

諸田 由里子
Yuriko MOROTA
東京音楽大学非常勤講師

アカンパニスト

ピアノ 声楽

日下 知奈
China KUSAKA
東京藝術大学弦楽科伴奏助手

久下 未来
Mirai KUGE
桐朋学園大学嘱託演奏員

須関 裕子
Hiroko SUSEKI
桐朋女子高等学校・桐朋学園大学非常勤講師

三又 瑛子
Akiko MIMATA
桐朋学園大学嘱託演奏員



ご協力

ご寄付 鹿児島銀行 ／ MBC畠中文化基金 ／ マイクロカット
セイカ食品 ／ 坂元醸造 ／ セイカスポーツセンター ／ 十字屋 ／ 野村證券鹿児島支店 ／ 医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院 ／ 日本ガス 
医療法人春成会 鵜木医院  ／ みやま産業  ／ 霧島商工会議所 ／ 個人（敬称略）： 中藤月子、江夏俊太郎

ホテル霧島キャッスル  ／ 霧島観光ホテル  ／  旅行人山荘  ／ 霧島ホテル  ／ ホテル京セラ  ／ 鹿児島空港ビルディング ／ さつま交通観光 

霧島国際音楽ホール（みやまコンセール） 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会

霧島市鹿児島県　  公益財団法人ジェスク音楽文化振興会　  公益財団法人鹿児島県文化振興財団主催 共催

南日本音楽コンクール霧島国際音楽祭 鹿児島友の会・きりしま友の会

外務省 ／ 文化庁 ／ 国際交流基金 ／ 鹿児島県教育委員会 ／ 鹿児島市 ／ 鹿児島市教育委員会 ／ 霧島市教育委員会 ／ 湧水町 ／ 霧島市観光協会
霧島山麓湧水町観光協会 ／ 南日本新聞社 ／ MBC南日本放送 

後援

サポート 提携

鹿児島トヨタ自動車／鹿児島トヨペット／トヨタカローラ鹿児島／ネッツトヨタ鹿児島／ネッツトヨタ南九州／トヨタレンタリース鹿児島

ご協賛

kirishimamusicfestival kirishima_imf

芸術文化振興基金  ／ 公益財団法人三菱ＵＦＪ信託芸術文化財団 ／  ／ 公益財団法人花王芸術・科学財団
公益財団法人朝日新聞文化財団 ／ 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション

助成

※やむを得ない事情により出演者・曲目は変更になる場合があります。 ※有料コンサートについては、特に記載のない場合、未就学児の入場はご遠慮ください。

　     　 　    株式会社サナス

 　 　  　    

霧島国際音楽祭公式サイト
https://kirishima-imf.jp/

公式 facebook Instagram

（公財）鹿児島県文化振興財団 
Webチケットサービス
　https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

みやまコンセール TEL 0995-78-8000
（霧島国際音楽ホール） 

宝山ホール TEL 099-223-4221 

【かごしまミューズ・クラブ】 １公演につき、4枚まで10％OFF 
※7/20、7/23の公演は対象外です。
お問い合わせ： かごしまミューズ・クラブ事務局 0995-78-8000
【霧島国際音楽祭友の会】 期間中の会員割引あり。※詳細は各友の会事務局へ。
【鹿児島市民文化ホール・谷山サザンホール友の会】 7/20公演の会員割引あり。※詳細はp.6へ。

窓口購入／電話予約

プレイガイド

会員

お問い合わせ

パソコン／スマートフォン 

ローソン・ ミニストップ各店  ローソンチケット （Lコード 81704） ※7/20、7/23、7/28の公演を除く　

セブンイレブン・ サンクス各店、他  チケットぴあ 0570-02-9999  　
ファミリーマート各店  イープラス https：//eplus.jp

十字屋 CROSS／山形屋／ブックスミスミオプシア／川商ホール（鹿児島市民文化ホール）／霧島市民会館

チケットインフォメーション

5月5日（水・祝）より 一般発売  
※7/20、7/23公演除く

リニューアルオープン！！

Tel： 0995-78-8000   Fax： 0995-78-3311
〒899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311-29
https：//miyama-conseru.or.jp/

Tel： 03-3499-4530   Fax： 03-3499-4559
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-6　
http：//www.jesc-music.org

チケット発売日 　
※7/20、23公演除く かごしまミューズ・クラブ 一般発売

電話受付 5/1（土）10時～
※みやまコンセールのみ 5/5（水・祝）13時～

先行Ｗｅｂ販売 5/3（月・祝）10時～ 5/4（火・祝）10時～
プレイガイド／窓口販売 5/5（水・祝）10時～

https://kirishima-imf.jp
https://www.facebook.com/kirishimamusicfestival
https://www.instagram.com/kirishima_imf/



