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― 10 年後、20 年後の宮崎の音楽文化のために今何か必要だ
と思いますか。
数十年前と比べるとホールもよくなり、全体的な音楽状況は、
決して悪くはないと思います。さらによくなるには、官と民、
両方の意識が高いことが必要でしょう。
官、ホールは財源を有効に使って本物の公演を続けて欲しい
と思いますし、民の私達も頑張らないといけないでしょう。
芸術をとおしてできる事。それは、世界や人間を知る窓口の
一つとして楽しんでいただくことかと思います。

ステージショーにおいては、各国のダンスや歌、楽器演奏な
ぎなた）や日本舞踊など、日本の文化を学んでいる外国人によ
る演舞の披露もあり、国際色豊かな舞台が繰り広げられること
と思います。
当日は、以下に記すワー
クショップイベント「初春
☆夢を描こう、踊ろう。
」
も同時開催していますので、
多様な文化に触れられる、
またとない機会になりそう

― 都城のお客様にメッセージを

です。

▶30 分無料で弾ける美しいピアノ

INFORMATION

どを楽しむことが出来ます。これまでのステージでは、
薙刀（な

ホールの１階ロビーに 透明なピアノが展示してあることを
ご存じでしょうか？ 開館当初に都城文化協会様（現 一般社
団法人都城芸術文化協会）より寄贈いただいたもので、「ク
リスタルピアノ」と呼ばれています。
ピアノの内部を見ることができ、眺めるだけでも面白いで
すが、実は、どなたでも 30 分間無料で演奏を楽しんでいた
だけるのです。皆さまも、一度弾いてみませんか？

▶都城市社会福祉協議会との間に「包括連携協定」
を締結しました
平成 29 年 9 月 22 日（金）、都城市総合文化ホールの指定
管理者である都城市文化振興財団・舞台事業組合共同事業体
と、社会福祉法人都城市社会福祉協議会は、障害者の自立や
社会参加を支援するため、「包括連携協定」を締結しました。
今後、公演・ワークショップ、各種大会等の開催や誘致、
広報活動などにおいて企画段階から連携して取り組んでまい
ります。

※演奏を希望される方は窓口にお申し出く
ださい。ただし、ホールの利用が入ってい
る時間帯はご遠慮いただいております。
※グランドピアノやアップライトピアノを
常設している練習室（有料）もございます。
ご興味のある方は、お気軽に窓口までお問
い合わせください。

いつも車で都城に来る度に、山の風景と畑の黒い土をみて、
「豊かな土地だなあ！」と思っています。ウィーンもザルツブ
ルグもパリもベルリンも内陸にある都市で、川が流れています。
文化の育つところは、そういう条件の所かもしれません。そう
いう意味でも、これからの都城に期待しています。
都城は吹奏楽も盛んなところ。吹奏楽で楽器を吹いている若
い演奏家の皆さんにも、ぜひ、素晴らしい先輩の音楽を参考に
していただきたいものです。

気持ちも新たに “冒険しよう”
前向きになれるワークショップイベント
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

初春☆夢を描こう、踊ろう。
2018 年 1 月 21 日（日） 13：00 〜 16：00
創作練習棟・アートモール
参加無料（事前予約不要） ※材料がなくなり次第終了することがあります

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

▼ 宮崎公演もあります♪

お正月。その年の目標を立てたり、将来の夢を誓ったり、誰

2018 年 1 月 27 日（土）

もが気持ちを新たにする時期です。
都城市総合文化ホールでは、新年のポジティブな気持ちを、

● 開演 11：30 ランチタイム・コンサート

〜気軽に楽しむお昼の 60 分〜（途中休憩なし）
全席自由：一般 1,000 円

● 開演 19：00 ソワレ・コンサート

〜じっくり楽しむ夜の 100 分〜（途中休憩あり）
全席自由：一般 2,000 円 U25 割 1,000 円
親子割 2,500 円（小・中学生＋一般）

会場／メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）
イベントホール

福祉と芸術文化それぞれの分野
において、地域の中核にある団
体同士の協定締結は、県内では
初めてで、全国的にも非常に先
駆的な取り組みです。今後の事
業展開にご期待ください。

芸術文化体験の中で表現してもらおうと、前向きになれるワー
クショップイベントを実施します。

▶皆さまのご意見をお聞かせください
皆さまにより使いやすく、身近に感じていただけるホール
を目指し、館内にアンケートＢＯＸを設置しております。
「こんなところが良かった」「ここが使いにくかった」「こ
んなサービスがあれば嬉しい」など、ご利用いただいた時に
感じたことを、是非お聞かせください。

「ものいち」は、ホールを会場として開催する小さなマル
シェ。お菓子、野菜、ハンドメイドアクセサリー・雑貨、飲
み物等を販売します。今年度の開催は 12/2（土）、3/11（日）で、
現在、3/11（日）開催分の出店者を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
〔問合せ〕チキチキ団 井ノ上氏 0986-23-5933
（イノウエオート内）

12 月〜 2018 年 2 月

冬号

発行・編集／都城市文化振興財団・MAST 共同事業体（都城市総合文化ホール指定管理者）

南九州大学の学生食堂にて

養護老人ホーム清風園にて

▶ホール附属合唱団あさぎり団員 随時募集中
たくさんの方に合唱の楽しさを伝えたいと、宮崎学園短期
大学非常勤講師の末平浩康先生指導のもと、男女約 30 名の
団員が楽しく活動しています。
合唱の定番曲から童謡、歌謡曲まで、歌いやすい歌を選曲
していますので、初心者でも大丈夫！
興味のある方はぜひ一度、見学にいらしてください。お問
い合わせは、ホールまでご気軽に！

が体験しやすく楽しめる内容にしようと計画しています。
興味ある体験だけをするも善し、全てを体験するも善し。自
お客さまからお寄せいただいた
大切なご意見を基に、より快適
にご利用いただける施設を目指
します。

都城市総合文化ホール広報誌 2017 年

※出店は都城圏域を拠点にされている方に限ります。

工作したり、書にしたためたり、時にはみんなで踊ったり。

由気ままにご参加ください。

MJdays

▶ハンドメイド・マルシェ「Mono-ichi」出店者募集

障害のある人もない人も、小さなお子様も大人も、いろんな人

※詳細については、下記へお問い合わせください。
公益財団法人宮崎県立芸術劇場 TEL. 0985-28-3208

に イロドリを。

【活動】毎月第４火曜 19：00 〜 21：30
【場所】大楽屋
【年会費】6,000 円

PREVIEW

県内在住外国人との楽しいおしゃべりや
海外のダンス・歌を愉しもう

〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106-100 TEL.0986-23-7140 FAX. 0986-23-7143
mjhall@mj-hall.jp
チケット予約専用 TEL.0986-23-7190
〔開館時間〕9：00 〜 22：00 〔休館日〕毎週水曜（水曜が祝日の場合は翌日休館）、年末年始

共催：都城国際交流協会

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ワールドフェスタ in みやこのじょう 2018
2018 年 1 月 21 日（日）
各国展示ブース 12：00 〜 17：00 1 階・2 階ロビー
ステージショー 14：00 〜 16：00 中ホール
※各国展示ブースは 14：00 〜 16：00 の間、休止します。
入場無料

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

県内のＣＩＲ
（国際交流員）やＡＬＴ
（外国語指導助手）
、在
住の外国人の方が、国ごとにブースを設けて、民族衣装や子ど
もの遊び、食べ物などの紹介をします。
パネル展示を見るだけではなく、衣装の試着や遊びを体験で
きるブースもあります。外国人の方々と気軽に交流でき、文化
についても学べるということで、親子での来場も大変多い人気
イベントです。

ホールのロビーに、干支にちなんだ作品があるのをご存知で
しょうか？ 毎年、造形作家の松下太紀さんとワークショップ
参加者がつくっており、戌年の 2018 年は「冒険しよう」を合
言葉にした作品をつくる予定です。みんなで一緒につくりま
しょう。酉（とり）から戌（いぬ）への「干支たすきリレー」
をダンスで表現するパフォーマンスもあります。お楽しみに！

貸館利用受付 〔窓口・電話・FAX〕9：00 〜 19：00
チケット販売 〔窓口・電話〕9：00 〜 19：00 〔インターネット〕24 時間受付
◎ MJ ホームページからチケット予約可能。ご利用には会員登録（無料）が必要です。
▼ホール主催公演情報をイチ早くお届け！

MJ
Tic ke t
Club

!

年会費 1,000 円
ＭＪチ ケ ッ ト ク ラ ブ は、お 手 頃 な 会 費 で 公 演 情 報 の 案 内、チ ケ ッ ト 先 行 予 約（ホ ー
ル主催の指定公演）などの特典を提供する友の会組織。
インターネットでの入会・チケット予約／クレジット決済も可能。

第４駐車場
ＮＰＯ法人希親会 生活介護事業所「ぱれっと」にて

公演の鑑賞、チケットの購入に関わらず、ご来館の際は駐車券を必ずホールまでお持ち下さい。
ＭＪ駐車場以外の近隣店舗駐車場、月極駐車場等には絶対に駐車しないで下さい。

都城市総合文化ホールでは様々なアーティストとともに、芸術文化を学校や福祉施設など地域に届ける “アウトリーチ” 事業を実施しています。

都城市 PR ロゴ利用許諾第 31 号

私たちは都城の芸術文化の振興を支援しています
法人会員は、チケット先行予約などの特典があります。随時募集中！

〔メセナ会員〕

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場

霧島酒造株式会社

写真は平成 29 年 5 月〜 10 月実施分より ※左上から右へ順に
○アカペラグループ・JARNZΩ
○壽山智美（ﾌﾙｰﾄ）※宮崎県立芸術劇場「ﾐｭｰｼﾞｯｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ」と共催
○劇団こふく劇場『野原の麦わら帽子』
○クリエイティブダンスユニット・んまつーポス
○お箏デュオ・Dual KOTO×KOTO
○アカペラグループ・JARNZΩ

〔正会員〕 株式会社サニーシーリング

株式会社文昌堂 株式会社都城印刷 新洋海運株式会社 ホテルウイングインターナショナル都城 南日本酪農協同株式会社
都城グリーンホテル 株式会社トーア 都城ヤクルト販売株式会社 つやげん九州株式会社 株式会社アイワホール 大淀開発株式会社 社会福祉法人大淀福祉会
株式会社システム・ナイン 特定非営利活動法人 宮崎文化施設支援機構 都城ビルサービス株式会社 ＢＴＶ株式会社 都城商工会議所
一般社団法人都城市北諸県郡医師会 一般社団法人都城観光協会 吉原建設株式会社 学校法人南九州学園（南九州大学・南九州短期大学）
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

〔準会員〕 カヤバシステムマシナリー株式会社 株式会社ワールドトラベル 医療法人明和会 宮田眼科病院 久保産業株式会社 学校法人都城コア学園

※ご入会順

【節電対応について】都城市総合文化ホールでは、節電に配慮し、一部空調温度設定の一定化や照明の消灯を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

http://mj-hall.jp

○お箏デュオ・Dual KOTO×KOTO
○ヴァイオリニスト・山内達哉さんら
○クリエイティブダンスユニット・んまつーポス

