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7/23（土）14:00　みやまコンセール
前橋汀子＆堤剛 with  小井土文哉
ベートーヴェンの「春」＆
ピアノ三重奏曲「大公」
二人の巨匠が若手ピアニストに繋ぐ
スペシャル・コンサート

7/24（日）14:00　みやまコンセール
オープニング・コンサート
～若きアーティストらによる華麗なる競演～
霧島国際音楽祭から世界へ羽ばたく
旬の音楽家と
名手・上野星矢が贈る！

7/29（金）19:00　宝山ホール
＜宝山ホール祭り②＞
山下洋輔 クラシックmeets ジャズ
鹿児島ゆかりの
ジャズ界の巨匠が
金曜日の夜を染め上げる！

7/30（土）13:00　みやまコンセール
＜音楽の散歩①＞　
音楽祭名物！ チェロ･オーケストラ
圧倒的なサウンドを体感。
チェロで聴く「カルメン」など！

7/30（土）15:30　みやまコンセール
堤剛＆樫本大進 スペシャルアンサンブル
～磯村和英と小菅優を迎えて～
世界を魅了する
トップアーティストが豪華共演！
唯一無二の響き

7/31（日）13:00　みやまコンセール
＜音楽の散歩②＞
エルベン・プロデュース　極上の室内楽
名門ライプツィヒ・
ゲヴァントハウス管第1コンマスと
音楽祭アーティストが奏でる
魂を揺さぶるハーモニー

7/31（日）15:30　みやまコンセール
樫本大進＆名手たちの饗宴
必聴!! ベルリン・フィル
第1コンマス樫本大進と
精鋭たちが織りなす
珠玉のアンサンブル！

8/3（水）19:00　宝山ホール 
キリシマ祝祭管弦楽団　
オール・チャイコフスキー・プログラム
マエストロ鈴木優人と
凄腕・祝祭管メンバーが高らかに歌い上げる
チャイコフスキーの名曲。
今、注目の谷昂登が
宝山ホールのステージに初登場！

8/6（土）11:00　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
世界に羽ばたく才能の
今を聴く。
明日のスター発見！

8/6（土）15:30　みやまコンセール
エリソ･ヴィルサラーゼ
ピアノ･リサイタル
世界最高峰のピアニストが贈る
奇跡のひと時

8/7（日）13:00　みやまコンセール 
ファイナル･コンサート
3年ぶりのファイナル・オーケストラ公演！
オール・ドイツ・プログラムによる
グランド・フィナーレ

霧島市

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 ／ 公益財団法人野村財団
公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション／公益財団法人朝日新聞文化財団 ／ 一般社団法人 東京倶楽部（申請中含む）

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
鹿児島空港ビルディング ／ 医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院 ／ 日本ガス ／ 山口水産 
個人（敬称略）：中藤月子、江夏俊太郎

問合せ

主催 共催

寄付 助成 

協力

霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）0995-78-8000 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 03-3499-4530

ホテル霧島キャッスル ／ 霧島観光ホテル ／ 霧島国際ホテル ／ 旅行人山荘 ／ 霧島ホテル ／ ホテル京セラ
福地産業 ／ 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター ／ 霧島神宮 ／ さつま交通観光 ／ 焼肉厨房 わきもと

後援 外務省 ／ 文化庁 ／ 国際交流基金 ／ ドイツ連邦共和国総領事館 ／ 在日ジョージア大使館
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

協賛 京セラ株式会社 ／ サントリーホールディングス株式会社 ／ 南国殖産株式会社 ／株式会社新日本科学
城山ホテル鹿児島 ／ 濵田酒造株式会社 ／ 株式会社サナス ／ 日本航空株式会社　日本エアコミューター株式会社
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

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

サポート：霧島国際音楽祭 鹿児島友の会・きりしま友の会
提携：南日本音楽コンクール

 堤 剛音楽
監督第43回第43回

鹿児島鹿児島

心を熱くする、本物のチカラ！！

木 日7/21 8/7~2022
霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）［主会場］ 
宝山ホール、霧島神宮 ほか

会場

霧島国際音楽祭

霧島国際音楽祭
公式サイト

7/29（金）14:00　宝山ホール
＜宝山ホール祭り①＞
栗コーダーカルテットde
ファミリーコンサート
ピタゴラスイッチなどでおなじみ！
気軽に楽しむ夏休みコンサート

3歳以上入場可！OK
!

photo credit : 堤 剛©鍋島徳恭　樫本大進©Keita Osada (Ossa Mondo A&D)　エリソ・ヴィルサラーゼ©Nikolai Puschilin　前橋汀子©篠山紀信　鈴木優人©Marco Borggreve　山下洋輔©Jimmy & Dena Katz　

5/5（木・祝）
より

チケット
発売！！

http://kirishima-imf.jp
http://kirishima-imf.jp


全公演スケジュール

7/

8/

9/

7/21木～8/7日2022

※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。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策については音楽祭HPをご覧ください。

  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（要予約・右記QRコード）。詳しくは鹿児島交通 099-254-8970（平日） 099-247-2334（土日祝）

日程 開演 公演時間 会場 公演タイトル チケット

21 木 12:15 45分 鹿児島県庁2階ロビー 県庁ふれあいコンサート 無料

23 土

14:00 90分 みやまコンセール 前橋汀子&堤 剛 with小井土文哉 一般¥4,500　高校生以下¥3,000
Pコード: 212-631

19:30 80分 霧島神宮
祝 霧島神宮本殿・幣殿・拝殿 国宝指定

霧島神宮かがり火コンサート　
無料
荒天の場合は公演を中止することがあります。

24 日 14:00 140分 みやまコンセール オープニング・コンサート
～若きアーティストらによる華麗なる競演～

一般¥4,000　高校生以下¥2,500
Pコード: 212-632

25 月
13:00 60分 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 無料　［問］湧水町いきいきセンター くりの郷

　　　　　0995-74-1811

19:00 100分 宮之城文化センター（さつま町） みやまふれあいコンサートinさつま ［問］宮之城文化センター 0996-53-1732

26 火 19:00 100分 天城町防災センター（徳之島） みやまふれあいコンサートin天城 ［問］天城町社会教育課 0997-85-5234

28 木
9:30 210分 みやまコンセール （小ホール） ［オープン･レッスン］ ピアノ/ヴィルサラーゼクラス 一般¥1,000　高校生以下¥500

19:00 100分 財部きらめきセンター（曽於市） みやまふれあいコンサートin曽於 ［問］まちづくり曽於 0986-76-7100

29 金

9:30 210分 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/エルベンクラス 一般¥1,000　高校生以下¥500

14:00 90分 宝山ホール
<宝山ホール祭り①>
栗コーダーカルテットdeファミリーコンサート

一般¥2,500　高校生以下¥1,000
Pコード: 212-633

19:00 120分 宝山ホール
<宝山ホール祭り②>
山下洋輔 クラシック meets ジャズ

一般¥3,000　高校生以下¥1,500
Pコード: 212-634

豪華！ 7月30日（土） 31（日）は音楽に浸ろう！！ これぞ音楽祭の醍醐味 週末は音楽・温泉・美食三昧！！！

30 土

13:00 60分 みやまコンセール
<音楽の散歩①>
音楽祭名物！チェロ･オーケストラ　

一般¥2,000　高校生以下¥1,000
Pコード: 212-635 往路のみ

14:15 45分 みやまコンセール（小ホール） 青柳晋　レクチャー・コンサート 無料

15:30 120分 みやまコンセール 堤 剛＆樫本大進 スペシャルアンサンブル
～磯村和英と小菅優を迎えて～

一般¥5,500　高校生以下¥4,000
★室内楽3公演セット
一般¥11,500　高校生以下¥7,500
Pコード: 212-636

復路のみ

31 日

13:00 60分 みやまコンセール
<音楽の散歩②>
エルベン・プロデュース　極上の室内楽

一般¥3,000　高校生以下¥1,500
★室内楽3公演セット
一般¥11,500　高校生以下¥7,500
Pコード: 212-637

往路のみ

15:30 120分 みやまコンセール 樫本大進＆名手たちの饗宴
一般¥4,500　高校生以下¥3,000
★室内楽3公演セット
一般¥11,500　高校生以下¥7,500
Pコード: 212-638

復路のみ

1 月 9:30 210分 みやまコンセール （小ホール） ［オープン･レッスン］ フルートクラス 一般¥1,000　高校生以下¥500

2 火
9:30 210分 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 一般¥1,000　高校生以下¥500

15:00 20分 鹿児島空港国内線 2階出発ロビー エアポート・コンサート 無料

3 水 19:00 120分 宝山ホール キリシマ祝祭管弦楽団　
鈴木優人指揮　谷昂登ピアノ

S ¥6,500　A ¥4,500　A（U25） ¥3,000
Pコード: 213-639　Lコード: 81467

4 木
14:00 120分 みやまコンセール ［スチューデント･コンサート］ チェロクラス 無料（要申込）

14:00 120分 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 無料（要申込）

17:30 150分 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 無料（要申込）

5 金

14:00 150分 みやまコンセール ［スチューデント･コンサート］ ピアノ/青柳クラス 無料（要申込）

14:00 120分 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/藤原クラス 無料（要申込）

17:30 150分 みやまコンセール ［スチューデント･コンサート］ ピアノ/ヴィルサラーゼクラス 無料（要申込）

17:30 120分 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/エルベンクラス 無料（要申込）

6 土
11:00 120分 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 一般¥2,000　高校生以下¥1,000

Pコード: 212-639

15:30 120分 みやまコンセール エリソ･ヴィルサラーゼ　ピアノ･リサイタル 一般¥4,500　高校生以下¥3,000
Pコード: 212-640

7 日 13:00 120分 みやまコンセール ファイナル･コンサート 一般¥6,000　高校生以下¥4,500
Pコード: 212-641

11 木
祝 15:00 川商ホール第1ホール

（鹿児島市民文化ホール） 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）無料　［問］MBCユースオーケストラ事務局
　　　　　099-223-2323

13 火 19:00 霧島市民会館
霧島国際音楽祭in霧島市民会館
上野耕平 サクソフォン・リサイタル

一般¥2,000　高校生以下¥1,000
※チケット発売は7月上旬予定
［問］霧島市民会館 0995-64-0926

3歳以上
入場可

OK
!

（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 

窓口購入／電話予約

◎チケットぴあ／セブンイレブン各店　https://t.pia.jp/（Pコード）※各公演毎 ◎ローソンチケット／ローソン・ミニストップ各店 （Ｌコ－ド／84619） ※8/3を除く

◎イープラス／ファミリーマート各店　https://eplus.jp/　◎十字屋CROSS（鹿児島市）　◎山形屋（鹿児島市）

チケットインフォメーション 5月5日（木・祝）より 一般発売  

https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/showList
https://miyama-conseru.or.jp/busform/



