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春

しあわせの亥　　　みんなの夢や思いを乗せて、2019 年を猛進します♪

3月～ 5月

1/20         開催  ～ MJ 流 新年の体験イベント～「初春☆夢を描こう、踊ろう。」で
造形作家・松下太紀さんと参加者が制作した今年の干支「亥」の新作立体作品
（日）

イノシシ

MJdays 2019 Spring

Information

【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。

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。

〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106-100　TEL.0986-23-7140　FAX. 0986-23-7143
チケット予約専用　TEL.0986-23-7190

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場　　霧島酒造株式会社
株式会社サニーシーリング　株式会社文昌堂　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　株式会社エビス商事　株式会社エビスブロイラーセンター　株式会社エビス　グランドパティオ都城

都城市 PRロゴ利用許諾第 31 号

▼ホール主催公演情報をイチ早くお届け！

mjhall@mj-hall.jp

!

MJ
Ticket
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。

貸館利用受付 〔窓口・電話・FAX〕 9：00 ～ 19：00

〔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

第４駐車場

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！

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。

私たちは都城の芸術文化の振興を支援しています
〔メセナ会員〕

〔正会員〕

〔準会員〕 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

▶あなたの発想次第で広がるホールの使い方

※ホール貸出は、【9時～ 12 時】、【13時～ 17 時】、【18時～ 22 時】、
　【9時～ 17 時】、【13時～ 22 時】、【9時～ 22 時】の区分貸しとなっており、
　ご希望の時間帯を選ぶことが出来ます。

※ホール料金は、入場料や平日・土日祭日、内容によっても料金が異なります。
　詳しくはお問い合わせください。

▶施設空き状況は簡単に確認できます

▶ゴールデンウィーク中の臨時休館について

　施設空き状況は、下記QRコードを読み込んで簡単に照会
できます。ホール内に掲示しているほか、窓口ではQRコー
ドを印刷したカードを配布しています。窓口スタッフまでお
気軽にお声掛けください。

　誠に勝手ながら、下記の期間は臨時休館いたします。

　お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。

※休館中に頂いた予約申請（FAX）やメールでのお問い合わせ
　などは、5/6 ( 月・祝 ) から対応をさせて頂きます。

※臨時休館中も、WEB 予約は可能です。WEB 利用登録がお
　済みでないお客様は、この機会にぜひご登録ください。

2019 年 4月 29 日 ( 月 ) ～ 5月 5日 ( 日 )

照会可能時間 ：午前 5時～ 24 時

使用例 ①
踊りの練習

場所：大ホール
時間：平日 18 時～ 22 時
料金：26,840 円

使用例 ②
ピアノの練習

場所：中ホール
時間：平日 9時～ 12 時
料金：26,910 円

大ホール「きりしま」
(1461 席）

中ホール「あさぎり」
(682 席）

※施設料・設備料込

※施設料・設備料込

気軽にお声掛けください。

会議やワークショップ、楽器の練習などで
使用できるお部屋がたくさんあります‼
用途に合わせてお選びいただけますので

ぜひお問い合わせください。
みなさまのご利用をお待ちしております♪

※写真は反響板を組んだ状態のものです。

　ホールと言うと、コンサートや演劇などの大きなイベントを
行うイメージがありますが、実は少人数でも利用することが可
能です。
　個人でのピアノや踊りの練習はもちろん、サークルの発表会
や結婚式の前撮りなど、色々な使い方があり、中にはプロポー
ズの場所として利用頂いたこともあります。
　「こんな使い方はできないかな？」と思ったらまずはご相談
ください！たくさんの感動と刺激に出会えるホールへ、是非お
越しください。
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Topics

 　4 年前、たまたま番組を見ていたら、夏井さんのコメント
が面白くて、「うちのギャラリーで句会ライブをしていただ
けないか？」と夏井さんにメールしたのがきっかけでした。
2015 年に、50 名くらいの句会ライブを開催しました。その
句会ライブをきっかけに、シーズンごとに着物を提供してい
ます。テレビでは毒舌ぶりを発揮されていますが、とても気
遣いのある優しいお方です。（谷口さん）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

夏井いつき　句会ライブ
2019年 4月 6日（土）開演15：00　大ホール
全席指定：一般2,000円、高校生以下1,000円　

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

▶夏井いつき プロフィール
昭和 32 年生れ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長、
藍生俳句会会長。第 8 回俳壇賞受賞。俳句甲子園の創設
にもかかわる。松山市公式俳句サイト「俳句ポスト
365」等選者。2015 年より初代俳都松山大使。句集『伊
月集 龍』、『「月」の歳時記』等著書多数。

　4/6（土）開催の「句会ライブ」で都城に来られる夏井い
つきさんは、この街に親しみをもっています。
　それは、夏井さんが全国的に認知され人気を博しているテ
レビ番組「プレバト !!」でお召しの着物が、都城の伝統工芸
品「本場大島紬」だから、なのです。

　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

　紬の代表格である大島紬が都城の伝統工芸品であること
を、皆さんはご存知でしょうか？
　都城の大島紬は、戦時中、都城に疎開していた 28 人の奄美
大島出身者によって、「自分たちの持つ技術を活かして、紬を
宮崎県の特産品にしよう」と始まったものです。
　昭和 50 年には、「本場大島紬」として国の伝統工芸品の指
定を受け、今に至ります。この、奄美大島を発祥とする「本場
大島紬」は、現在、奄美大島と鹿児島市、そして都城市で生産
されており、それぞれの産地を明記した証紙が縫いつけられて
いるそうです。 都城市内にいくつかあった織元（織物生産業者）
も、現在では１社のみですが、職人の手作業による精緻な織物
は高級品とされ、根強い人気を誇ります。

紬が紡ぐ ご縁　　　　　　夏井いつきさんと都城

   実は大ホールホワイエにも、「白
大島」という種類の大島紬が展示
されています。
　作品名は「平安貴族」。「この世
をば　我が世とぞ思ふ　望月の　
欠けたることも　なしと思へば」
と詠んだ、平安時代の権力者・藤
原道長の豪華絢爛な生活を描いて
います。デザイン図案企画２年
７ヶ月、織り・加工13年 10ヶ月、
全体で 16 年５ヶ月をかけて完成
した逸品です。併せて 40 にも及
ぶそれぞれの工程で、専門の職人
が担当して製作しており、現在の
大島紬を代表する、世界に類を見
ない貴重なものです。

▲東郷織物さんが提供された大島紬
「プレバト！！」MBS ／ TBS 系 全国ネット 木曜よる７時放送中

桑原 啓之介 作

  　都城市役所本館１Fロビーで素敵なコンサートを開いてい
ることをご存知ですか？　市役所ロビーコンサート（通称ロ
ビコン）は、地元で文化活動を行っている人たちの活動発表
の場です。一度ロビコンに出演してみませんか？

時間　12：20～ 12：50
初回　5月中旬予定（年14回程度）

※参加者募集は 3/15（火）まで。

詳細は右のＱＲコードからご確認
ください。

日程と出演者は、決まり次第ホームページにアップします。

　「あの着物はメイドイン都城
の大島紬だ」と思って見てみる
と、その人柄と相まって、夏井
さんへの親近感が増すことで
しょう。
　併せて、多くの方に、国の伝
統工芸品として世界に誇る都城
の「大島紬」に関心を持ってい
ただく絶好の機会になることを
期待します。
　ぜひ、ホールの「大島紬」と
合わせてお楽しみください。

TOPICS

市役所ロビーコンサートに出ませんか？

　さて、その大島紬と夏井さんのご縁とは？

　夏井さんに大島紬を提供しているという株式会社東郷織
物（都城市）の谷口啓子さんにお話をうかがいました。同
社は、現在、都城で大島紬を生産している唯一の織元です。

©MBS


