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平成２８年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

♪♪♪ 日曜の朝にカフェで音楽を ♪♪♪

カフェ ミニコンサート
出演（公財）鹿児島県文化振興財団
アーティストバンク登録アーティスト
宝山ホール２階 “カフェ マ・ナ～ナ”
毎月１回 日曜日の午前 10 時 30 分から 11 時

〇お客様に感想をお聞きしました
・久留千尋さん

鹿児島市

「友人からカフェミニコンサートのことを聞き今回
初めて聴きにきました。トランペットの華やかな音
とピアノの美しい音に魅せられました。クラシック
から映画音楽まで選曲も良かったです。次の機会に
もぜひ聴きに来たいです」

15 分まで開催されています。
（入場料は無料ですが、要ワンオーダー）

●９月２５日（日）は、瀬戸口茜さん（トランペッ
ト）と安田千夏さん（ピアノ）のお二人で、M.A.シ
ャルパンティエ作曲“テ・デウムより前奏曲”、C.
ドビュッシー作曲“版画より第１曲「塔」
”
、H.マン
シーニ作曲“映画『ティファニーで朝食を』より「ム
ーンリバー」
”
、久石譲作曲“
『となりのトトロ』より
「ねこバス」
”
“
『魔女の宅急便』より「旅立ち」
”
、
A.メンケン作曲“
『リトルマーメイド』より「パート・
オブ・ユア・ワールド」
”
、L.バーンスタイン作曲“
『ウ
エストサイドストーリー』より「ＳＯＭＥ ＷＨＥ
ＲＥ」
”
、辻井伸行作曲“神様のカルテ”
、E.エワイゼ
ン作曲“ソナタ第１番より２楽章”の９曲とアンコ
ールに“
『美女と野獣』より「美女と野獣」
”
、
“
『アラ
ジン』より「ア・ホール・ニュー・ワールド」
”の２

出演者と八木海里さん（中央左） 久留千尋さん（中央右）

曲が演奏されました。
財団５施設連携企画

みて きいて あそぼう！
鹿児島県文化振興財団体験フェア 2016
9 月 3 日（土）・4 日（日）

宝山ホール

台風 12 号の影響で 9 月４日（日）は中止となり
瀬戸口茜さん（トランペット） 安田千夏さん（ピアノ）

3 日（土）のみの開催になりました。

（公財）鹿児島県文化振興財団の幅広い活動を広
く県民に知ってもらい、より身近に感じていただく
ために財団が管理する施設（「宝山ホール」
「みやま
コンセール」
「霧島アートの森」
「上野原縄文の森」
「埋
蔵文化財調査センター」）の連携事業として、日頃各
施設で実施している事業を体験できるイベントや、
各施設を紹介する展示等を行いました。

〇一部をご紹介します

今林吹音さん（左）

木佐貫茜さん（右）

●弓矢体験コーナー ●ヴァイオリン体験コーナー

●ステージ体験「あなたが主役！」
公募で選ばれた１１の団体による、音楽、ダンス、
演劇、書道パフォーマンスなど、楽しいステージが
ありました。

・
「みるきー＃」は鹿屋女子高校軽音楽部のバンドで
“ラムネの唄”他 3 曲が演奏されました。

●指揮者体験コーナー
“チェロまろ”と“ぐりぶー”も体験しました。

・鹿児島城西高校合唱同好会は“花”
“いざたて戦人
よ”
“手のひらを太陽に”
“汽車ぽっぽ”、合唱 4 曲。

〇お客様に感想をお聞きしました
・小暮諒さん（小学 6 年）

鹿児島市

「財団フェアは今年で 4 年連続来ています。音楽も
間近で聴けるし、体験コーナーではウィンドチャイ

・ダンススタジオピノワン のダンス

ム、お絵かき土器、夢の葉しおりミニを作りました。
弓矢体験、指揮者体験はとても楽しかったです」

●ミニミニ・コンサート
3 日（土）は、みやまコンセール協力演奏家の今
林吹音さん（ヴァイオリン）と木佐貫茜さん（ヴァ
イオリン）のお二人で、午前の部は“ソナタ”
“キラ
キラ星変奏曲”
“トルコ行進曲”
“夕焼け小焼け”
“二
人のフィドラー”
、午後の部は“ソナタ”
“メヌエッ
ト”
“猫ふんじゃった”
“浜千鳥”
“フォスターメドレ
ー”が演奏されました。

出演者と 小暮みさきさん（中央左） 諒さん（中央右）

平成 28 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

⑦ 福冨貴子（ソプラノ）×又吉秀和（バリトン）

主催：鹿児島県鹿児島地域振興局
：
（公財）鹿児島県文化振興財団

甲突川水辺のフェスティバル 2016
9 月 9 日（金）～9 月 11 日（日）19 時～21 時
（甲突橋下流 MBC 前）水上特設ステージ
3 夜連続で音楽・ダンス等の野外フェスティバル
が開催されました。
10 日（土）は 7 組が出演されました。
① Dance Studio BEAT UP（ストリートダンス）

〇出演者に感想をお聞きしました
・曽田莉加さん（ヤジロウと海乱鬼・ＰＲパフォーマンス）
「多くのお客様との距離が近くとても緊張しました。
その中で全力を出し切ってＰＲできたので 1 月 7 日
の本番に向けもっとレベルアップしていきます」

② ミュージカル「ヤジロウと海乱鬼 2016」
（宝山ホール自主文化事業ＰＲパフォーマンス）

③ 森田美咲（島唄）
曽田莉加さん（ヒロインの夏凛役）𠮷野空子さん（竜民役）

〇お客様に感想をお聞きしました
④ Samba Kumamoto（サンバ演奏）

・窪田茉喜子さん

徳之島町

「ダンスに音楽そしてバトンの華麗なパフォーマン
スなど 7 組のステージは最高でした。
ラストはお客様も参加してみんなで歌いとても楽
しい野外フェスティバルでした」
⑤ 鹿児島バトン研究所・飯牟禮さゆり（バトン他）

⑥ 垂内聡子（ベリーダンス）

迫沙耶香さん 森田美咲さん 碇山結香さん 窪田茉喜子さん

平成 28 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

演劇講座

成果発表会

9 月 19 日（月・祝） 宝山ホール 舞台
平成 28 年度宝山ホール自主文化事業『演劇講座』

ー「カレーライス」
、おはなし「大きな荷物」
、大型
絵本「ぴょーん」などの楽しいおはなし会と、
（公財）
鹿児島県文化振興財団アーティストバンク登録アー
ティストによるコンサートは、
“ドレミのうた”
“ま
っかな秋”
“紅葉（もみじ）”“おおきなくりの木の下

で演劇を学ばれた方々の舞台発表会を一般公開しま

で”
“Believe”
“となりのトトロ”“さんぽ”など子

した。講座の講師・演出は演出家の仮屋園修太さん。

どもたちにとって耳慣れた曲が多く演奏され、ホー

上演作品は谷崎淳子シリーズから３作品を受講生が

ルが一つになって大いに盛り上がりました。

３グループに分かれ発表しました。
① 『＊＊＊＊＊Ⅱ』（原題まま） “パスワードⅡ”
② 『夢みる海峡』

③『夢みる海峡Ⅱ 記憶』

上野くららさん（ピアノ）手塚洋子さん（うた）松村優実さん（ユーフォニアム）

〇お客様に感想をお聞きしました
・沖元希椛さん（ののか・６才）

“夢みる海峡”の一場面

〇お客様に感想をお聞きしました
・久保孝子さん

鹿児島市

鹿児島市

「幼稚園やお母さんと妹といつも一緒に歌っている
曲は大きな声で楽しく歌うことが出来ました。おは
なしや大型絵本も面白かったです」

「夢みる海峡はペンギンの世界を通じて自分の生き
方を考えさせられた。
『＊＊＊＊＊Ⅱ』は胸がキューンとして切なくな
って、無性に初恋の人に逢いたくなっちゃいました」

久保孝子さん
出演者と沖元希椛さん（左） 愛椛さん（あいか・３才・右）

親子で楽しむ
メルヘンコンサート＆おはなし会 in 山形屋
9 月 22 日（木・祝） 山形屋文化ホール
かごしまメルヘン館スタッフによるパネルシアタ
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