
霧島芸術の森を巡る旅
１１月は「文化芸術に親しむ月間」です

今年は秋のシマ唄祭り

１３：３０開場 １４：００開演 会場 みやまコンセール（霧島国際音楽ホール）・主ホール
■入場料（指定席 税込） 一般 １,５００円 ３歳～学生 ５００円
※３歳未満のお子様の入場・同伴はご遠慮ください。※車いす席をご希望の方はみやまコンセールへお申し込みください。

※「学生券」購入者は、入場時に学生証の呈示を求めることがあります。

※各種割引・特典は併用できませんのであらかじめご了承ください。（かごしまミューズ・クラブ、霧島に泊まってお得♨チケット特典など）

みやまコンセール・宝山ホール
ＷＥＢ予約・購入 https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/
十字屋ＣＲＯＳＳ、ブックスミスミオプシア、山形屋【鹿児島市】

（ローソン各店 Ｌコード 87336）

（セブンイレブン・サンクス各店 Ｐコード141-445）

（ファミリマート各店http://eplus.jp/miyama/）
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※上記マークについて、詳しくは、
チラシ裏面をご覧ください。

※Mono.は、チケットをお持ち
の方のみご利用いただけます。

エントランス
12：00 OPEN

みやまコンセール（霧島国際音楽ホール）
ＴＥＬ 0995-78-8000 ＦＡＸ 0995-78-3311

【公式ＨＰ】http://www.miyama-conseru.or.jp
【 E-ｍail  】info@miyama-conseru.or.jp

みやまコンセール 検索

お
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永 志保（奄美民謡） 石嶺 愛莉（沖縄民謡）中村 瑞希（奄美民謡） 前田 博美（沖永良部民謡）

■料金（指定席・税込） 一般 4,500円 3歳～学生 2,000円
■受付開始日（先着順・各コース定員43名）

かごしまミューズ・クラブ会員先行受付
９月 ７日（土） １０：００～ ※会員特典は先行受付のみで、割引はございませんのでご了承ください。

一般受付 ９月２２日（日） １０：００～
受付終了 １１月 ９日（土） １７：００

■お申込先 鹿児島県知事登録旅行業第2-30号
FAX 099-226-7623 E-mail kirikan@po.minc.ne.jp
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番24号
営業時間 平日8：30～18：00 土曜8：30～17：00

日祝休み
（旅行企画・実施）株式会社霧島観光社 TEL099-226-3388

バスツアー
鹿児島中央駅発着
今年は２コース！

霧島アートの森

コース
9：00発

松下美術館
コース
9：00発

※バス代、入園料、食事代、コンサート代等込み。
3歳未満のお子様の参加はご遠慮ください。

「みやまコンセール自主事業」

日時 2019 11.17(日) 主催：みやまコンセール
協賛：霧島温泉旅館協会

曲目
当日発表

チケット発売日 電 話 Web.
・窓口[みやま/宝山]

・プレイガイド

かごしまミューズ
・クラブ会員

9月7日(土)
10:00～

9月21日(土)
10:00～ 9月22日(日)

10:00～
一般発売

9月22日(日)
13:00～

9月21日(土)
13:00～



かごしまミューズ・クラブ会員になりませんか？
鹿児島県文化振興財団の4施設（みやまコンセール、宝山ホール、霧島アートの森、
上野原縄文の森）では、「かごしまミューズ・クラブ」会員を募集しています。
●特典
①チケットの先行予約ができます。
②チケット・入園料の割引があります。
③毎月、イベントカレンダー「憩」等のイベント情報をお届けします。
④各施設内のカフェでの食事が割引にて利用できます（みやまコンセールは除く）。
●年会費：個人2,000円、団体1,500円（会員20名以上1名につき）
●お問合せ かごしまミューズ・クラブ事務局
みやまコンセール（霧島国際音楽ホール）TEL 0995-78-8000

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。一般発売日以降、申込書（ホームページ
からダウンロード可）をFAX・郵送にて受付します。
お問合せは、みやまコンセールへお電話ください。TEL 0995-78-8000
●対象ホテル・旅館（12施設）
霧島ホテル、霧島国際ホテル、おやど花みずき、いやしの里松苑
もみじ谷静流荘、天テラス、みやまホテル、霧島観光ホテル
ホテル霧島キャッスル、旅行人山荘、霧島花紫、ラビスタ霧島ヒルズ

旅行条件のご案内
この書面は各旅行内容と併せて旅行業法12条の4「旅行取引条件説明書面」になります。また、旅行契約の締
結後は、同12の5「契約書面の一部」になります。

●募集方企画旅行/この旅行は、株式会社霧島観光社（以下「当社」といいます。）が企画・募集・実施するも
のであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行
契約の内容・条件はご出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。

●お申し込み方法/ご来店・電話・FAX・Eメール及びその他通信手段による契約の予約を受付けます。その後旅
行が確定次第、書類を発送いたしますので一括して金額をお支払いください。契約は旅行代金を受領した時に
成立します。

●旅行代金に含まれるもの/旅行代金には各コース毎に記載された交通費・食事代・観光費・主催保険・旅行取
扱料金及び消費税が含まれます。

●旅行代金にふくまれないもの/コースに記入されていない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用（通信
費・飲食代）は含まれておりません。

●取消料等/契約成立後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
当社がお申し込みをお断りした場合は、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料（または違約料）
をいただきます。また旅行開始後に取消した場合は全額の取消料をいただきます。

●旅行の中止/催行確定のツアーに関し、前日または当日の気象条件により中止になる場合がございます。
●当社の免責/天災地変、気象状況のために生じた旅行日程の変更もしくは旅行中止、自由行動中の事故、食中
毒、盗難など賠償の責を負いません。なお、到着時間が極端に遅れた場合でもタクシーやホテル、食事等の提
供には応じられません。

●添乗業務/全コースに添乗員が同行いたします。
●個人情報の取扱/当社は旅行申し込みの際にお伺いした個人情報についてお客様との間の連絡に使用させてい
ただきます。また当社では①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス･キャンペーンのご案内②旅行参
加後のご意見や感想提供のお願い③アンケートのお願いにお客様の個人情報を利用させていただく場合があり
ます。当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・電話番号等のお客様へのご連絡にあた
り必要となる最小限の範囲のものについて、当社及び共催企業との間で共同して利用させていただきます。当
社は商品および催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品の発送などのためにこれを利用させていた
だくことがございます。詳細は当社へ御問い合わせください。

ぽっぽや特製「チェロまろ弁当」 数量限定

四季折々の地元特産品を食材にした、駅弁工房‟ぽっぽ
や“自慢の「竹ん皮おにぎり弁当」を、公演当日の昼食
としてご利用いただけます。
●価格／750円（税込）11：00より数量限定販売

※電話・メールでの予約もできます

託児サービス（有料・要予約・定員９人）

●対象年齢…２歳～就学前のお子様 ●利用料金…お子様お一人につき５００円
●公演日の１週間前までに申込書により受付します。
（みやまコンセールホームページよりダウンロードできます）

交通アクセス
●車利用／駐車場約400台（無料）溝辺鹿児島空港IC、横川ICから車で約25分鹿児島IC、都城ICから車で約60分
○路線バス／鹿児島交通「霧島いわさきホテル行き」乗車
○鹿児島空港発／柳平または牧場下車、徒歩10～15分○霧島市役所(国分)発・妙見日当山経由／柳平または牧場下車、徒歩10～15分

＊学生往復特別割引／乗車購入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
（鹿児島市東千石町12-22）で乗車券をご購入いただくか、当日乗車時
に釣り銭のないように現金でお支払いください。ただし、片道のみの
場合（全ての乗降地）と、鹿児島空港をご利用の場合は、当日乗車時
に片道ずつを、釣り銭の無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）は予約があった場合のみ停車します。
＊2：実際の終演時間に合わせて出発します。最終の出発時刻は当日会場で

お確かめください。
＊天候や道路状況、演奏時間やサイン会等により遅延等が発生する場合が
あります。お時間に余裕をもってご利用ください。

霧島アートの森コース
13：30 ～ 15：45

鹿児島中央駅西口 鹿児島IC 栗野IC 霧島アートの森 高千穂牧場（昼食） みやまコンセール

霧島ふもとの駅 溝辺IC 鹿児島IC 鹿児島中央駅西口

8：45集合 9：00出発 10：10 ～ 11：20 12：10 ～ 13：10

17：30着
＊昼食1回（焼肉ランチ）。お肉が苦手な方は、和食をご用意しますので、ご予約時にお申し付けください。
１テーブル４～５名様でのご利用となります。相席になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

松下美術館コース
13：30 ～ 15：45

鹿児島中央駅西口 鹿児島IC 国分IC 松下美術館 黒酢の郷 桷志田（昼食） みやまコンセール

霧島ふもとの駅 溝辺IC 鹿児島IC 鹿児島中央駅西口

8：45集合 9：00出発 10：00 ～ 11：20 11：30 ～ 12：30

17：30着

＊昼食1回（黒酢酢豚ランチ）。お肉が苦手な方は、メインにお魚料理をご用意しますので、ご予約時にお申し付
けください。

16：00 ～ 16：30

喜界町出身。
祖父と母の影響を受け中学の頃から島唄・三味線を始める。
奄美民謡大会において、優秀賞、新人賞、奄美民謡大賞を受
賞。
鹿児島県民謡王座決定戦決勝大会では２回優勝。
県内外の様々なイベントに出演の他、バンドで企業ソングな
どにも参加している。

鹿児島県沖永良部島出身。
幼いころより奄美群島の中に位置する沖永良部島で育ち、唄
者であり師匠である祖母「前田綾子」の影響で島唄・三線を
習い始め、島内外多くのイベントに参加。
沖縄県立芸術大学大学院卒業。
現在は、沖縄県を中心に活動。沖永良部島観光大使も務める。

笠利町出身。
小学生5年生から島唄を始める。
2005年内閣総理大臣賞受賞。
2006年NHK民謡フェスティバルにてグランプリ受賞。
様々なフィールドで自身の世界をいかんなく発揮する。幅が
ありどこまでも伸びるその声は聴衆を魅了する。

沖縄県糸満市出身。
沖縄県立芸術大学の、琉球芸能専攻課程にて、琉球古典音楽
を学び、古典・琉球民謡において、数々の受賞を受け、実績
を積む現役大学生。
DJ SASAや、様々なコンピレーションアルバムへの参加、県
内外にてライブ・イベントに出演しています。
沖縄音楽を世界に広げるために活動する実演家。

永 志保（奄美民謡） 中村 瑞希（奄美民謡）

前田 博美（沖永良部民謡） 石嶺 愛莉（沖縄民謡）

このコースは、霧島アートの森にて「特別企画展 石川直樹展」を鑑賞します。高千穂牧場で焼肉ランチを楽しんだあとは、シマ唄を堪
能します。帰りには、地元産の野菜やお土産、ジェラートなどが揃う霧島ふもとの駅にも立ち寄ります。

このコースは、松下美術館にて美術館賞をします。黒酢の郷 桷志田で黒酢酢豚ランチを楽しんだあとは、シマ唄を堪能します。帰りに
は、地元産の野菜やお土産、ジェラートなどが揃う霧島ふもとの駅にも立ち寄ります。

16：00 ～ 16：30


