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今日なにしようか…公園行く？…そうだ！ＭＪへ行こう！
そんな気持ちになる新企画のご紹介

6月21日（土） 11:00～12:00
開場10：30 中ホール 入場料500円 6月22日（日） 14:00～15:00

開場13：40 中ホール 入場料500円

＂ちょっと遊びに行こうかな？＂ そんな感覚でＭＪに来てもらいたいと思った
のがきっかけです。どうやったら気軽に来てもらえるのかを考えた結果…時間
はサクッと60分！料金はワンコイン500円!!チケットを前もって買う必要は
無く当日入口でお金を支払えばOK！時間があるなと思ったらちょっとＭＪに
立ち寄ってみませんか？早速6月には、２つの公演が控えています！

やわらかく、 なんか優しい気持ちにさせてくれる歌声
の2人によるアコースティックライブです。「水永康貴」
さんは昨年のクリスマスコンサートに出演後、 再演の
声を多数頂きました。地元、都城でファンの多い「かみ
もと千春」さんとのコラボレーションは見逃せない!!

〔予定曲目〕
「黄昏のビギン」	 ちあきなおみ
「やさしさに包まれたなら」	松任谷由実
ほか
※曲目は変更になる場合があります。

０歳から入場可能です。小さいお子様の膝上鑑賞は無料です。

ＭＪスタッフが教える「この企画が生まれたワケ」
ＭＪ

かみもと千春＆水永康貴 
アコースティックライブ

んまつーポス
『60分8本勝負 〜ダンス観戦 !?〜』

今年こそは
ＭＪデビュー！！
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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）
〒885-0024 宮崎県都城市北原町1106-100
TEL0986-23-7140  FAX0986-23-7143

□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。
□チケット販売・施設利用受付時間／9:00～22:00　電話・FAX 9:00～20:00
□毎週水曜日休館（水曜が祝日の場合は翌日休館）
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第３駐車場

※宮崎銀行、神柱宮境内、コンビニなど
　近隣店舗等への駐車はしないで下さい。

都城市総合文化ホール
広報誌「MJdays」
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都城の夏、おかげの夏
～今年もおかげ祭りの季節が来ました！～

都城の夏の風物詩「おかげ祭り」。毎年７月８日、９日に都城の総鎮守と
言われる神柱宮の六月灯に合わせて開催されます。祭り当日は２万と
も言われる人出で賑わいます。そこで、MJdays編集員による、御輿の
担ぎ手視点も含めた「おかげ祭り」ガイドをやっちゃいます！

７月８日　宵祭り

旧大丸センターモール前での
獅子舞の披露。勇壮です！

イロトリドリノミヤコンジョ

八坂神社から神柱宮までの目抜き通りを、明かりを灯した数基の
大灯籠山車が曳かれる「献灯祭」が行われます。

荘厳な巡行の宵祭り。八坂神社でお浄めをし
てもらうと、気持ちがピシッと引き締まりま
す。そして、都城の繁華街をきらびやかな山
車とともに縦断すると、何だか誇らしさも感
じてきます。旧大丸センターモール前での獅
子舞の披露は巡行の参加者も思わず見入っ
てしまうほど……

─2013年、ＭＪでは市民参加型舞台制作事業“スマイルみやこんじょ”で
おかげ祭りを題材にした演劇『恋し都、響いて遙か』を制作、上演した。おか
げ祭りが産声をあげたのは、上演から20年前の1993年。都城の新しい祭
り文化を創作した経緯について、川本さんはこう語る。
「日本はこれまでの経済成長と引き換えに、地域の絆（地縁）が希薄となっ
てしまいました。その地縁を復活させ、地域コミュニティ再生のために、日
本各地のいろいろな祭りから学び、都城に新しい文化を創造しようとした
のが始まりです」
─祭りには、“縦割り社会”や“揃いの伴纏着用の義務”など、かつての日本
の地域コミュニティが持っていた生活文化をその仕組みに取り入れてい
る。その中には、現代の感覚では“難儀”や“理不尽”と映るものもある。なぜ
そういった“難儀”や“理不尽”といったものを取り入れているのだろうか。 
「かつて日本の地域コミュニティは、こういった“難儀”や“理不尽”を共有
していました。それらをお互いに助け支え合い、カバーしていたんですね。
その助け合いの精神は、現在の祭りの参加者に引き継がれています」
─参加者は年々増え、現在では、下は3歳から上は80代の人たちがそれぞ
れの立場で祭りに参加している。その中でも特に、子どもたちが担う役割
は大きい。
「子どもたちと同じ空間で、同じ目標を目指すことにより、大人は『子ども
たちに見られている』という自覚が芽生え、あいさつやマナーが自然とよ
くなる。その大人たちを真似して、子どもたちもあいさつやマナーがよく
なる。そういった“子どもの手本になる生活づくり”というのは、昔の人の
生活の知恵であり、文化なんですね」
─かつての日本が、地方が、町内会が持っていた数々の生活文化。それら
は、日本に、“おらが町”に誇りを持つために大切なものだ。それらを掘り起
し、発信し、伝えていくのが祭り文化の役割だと言える。それは、私たちホ
ールの担う役割とも通じるものがある。最後に、川本さんからこのような
言葉をいただいた。
「ローカルとしてのホールは、その地方の文化の“発信拠点”としての役割
を期待されます。その地方でしか作れないものを作って、発信する。そのた
めにも、祭りとホールが連携して発信できるということは、非常に意義の
あることではないでしょうか」

お祭りの日は、出店も楽しみのひとつ。本祭りの日、大鳥居から境
内に続く参道にたくさんの出店が並ぶほか、MJから都城駅前にか
けても、ときわ通り振興会のみなさんによるブース（楽しい余興あ
り！）や、都城駅前周辺の各お店・企業もそれぞれの出店を出されま
す。御輿見物の間に一軒一軒出店を回ってみてください！

練習日：６月の第１火曜日から末日までの毎週火曜日・金曜日
時間：19：30～21：00
受付場所：神柱公園内の「おかげ祭り受付所」（MJ南側公園）

おかげ祭り振興会
都城市北原町34-10　TEL：0986-21-4835
http://www.okagematsuri.jp/index.html

宮入り後の「おかげ締め」。
みんなの心がひとつになる瞬間。

７月９日　本祭り

夕刻から駅前の街中を笛や太鼓のお囃子を先頭に三基の御輿が
勇壮に練り歩く御輿の宮入り巡行が行われます。

「静」の宵祭りと対照的に、本祭りはまさに
「動」。観ている方も思わず「どっこいどっこ
い、どっこいそーりゃ！」と声を出してしま
います。 重い御輿を担いで大変かと思いき
や、担ぎ手の息がピッタリと合うと、不思議
と御輿がフワッと軽くなるのです。

出店も
楽しみ！

参加するともっと楽しい！
御輿・跳人・笛・太鼓
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1947 年福岡市生まれ。
株式会社　都市総合開発研究所 代表取
締役。1993 年、「おかげ祭り振興会」
を創設。会長を務める。

◎催し物カレンダー、配布中
MJの催し物を２か月ごとに網羅。 催し物カレンダー
は、MJ窓口、市役所１Fロビー、山田、山之口、高城、高崎
の各総合支所などで配布中です。

◎アロマの香りに包まれて
１Fチケットカウンターで、アロマポッド稼働中。
日替わりのいい香りでお客様をお迎えいたします。

◎リニューアルのお知らせ
平成２６年度から、ＭＪ機関誌「隔月刊ＭＪ」は広報
誌「ＭＪdays」としてリニューアルいたしました。Ｍ
Ｊでの催事情報の発信だけに留まらず、都城を中心と
した地域の「文化の楽しさを伝える」ことを目指した
誌面にしていきます。ご期待ください！

◎お花、植えています
アートモールでちょっとひと休み。きれいなお花を眺
めてみませんか？　１面の写真に写っているお花以外
にも、いろんなお花を植えています。どこにどんなお
花があるのか、探してみてください！

◎休館日
6月／4日、11日、18日、25日
7月／2日、9日、16日、23日、30日

“んまつーポス” 逆から読むと“スポーツマン”！　「体
育」「現代芸術」「ダンス」 が融合した新しいアートを提
示するソフトマッチョな３人。 ハードルや三点倒立な
ど体育で親しんだ競技が動きのモチーフになっている
ので、 ダンスファンじゃなくても感覚的に楽しめると
学校鑑賞教室などでも大人気のグループです。

〔本番の舞台で一緒に踊るメンバー募集〕
みんなで踊るのは「振付を覚える」ダン
スではなく「ひとりで・みんなで振付を
考える」ダンスです。小学生～大人まで
参加出来ます。（参加無料）募集方法な
どはホームページをご確認下さい。

３歳から入場可能です。お子様と一緒に入場の保護者無料！

［撮影場所］アートモール



「合唱」と聞いてみなさんどのようなイメージを持たれますか？
学校で行われる合唱コンクールを思い浮かべる方が多いかと思います。しか 
し！杉並児童合唱団はみなさんのイメージとはかけ離れたステージを披露
してくれます。 “うた”を歌うだけじゃないんです!!曲に合わせてダンスした
り、はたまたミュージカルがあったり。楽しそうに、歌いながらダンスする子
どもたちを見ていると自然と笑顔になり、なんだか応援したくなっちゃいま
す。地元からは、ＭＪの大人気ワークショップ「ＭＪうた倶楽部kids」の子ど
もたち、そしてその講師でもある都城少年少女合唱団がゲスト出演します！
この明るく、ウキウキする空間を味わってみませんか?

“子どもの冒険は外で遊ぶだけじゃない！”
児童文学の名作『不思議の国のアリス』と聞いて、みなさんはなにを思い出しま
すか？色とりどりの世界でユニークな登場人物たちと繰り広げられるアリス
の冒険は、現実ではありえないことばかり。なのに、とってもワクワクしちゃう
のはどうしてでしょう。じっとイスに座っていても、アリスと一緒に不思議の
国に迷い込んだように感じられるファンタジーいっぱいの80分間は、 きっと
お子さんにとっての大冒険になるはず。もちろん、想像力を忘れない大人にと
っても。ぜひお子さんと一緒に観て、感想を語り合ってほしい作品です♪

セブンイレブンで

マルチコピー機に
Pコードを入力

Loppiに
Lコードを入力

ファミリーマートで

Famiポートを操作

ローソンで

出てきたレシートを持って行ってお支払をすれば…
チケットGET!!

行きたい公演を検索して…
お支払はクレジットカード、コンビニ、ネットバンキングなど、
コンビニ受取か配送で…チケットGET!!

※各種プレイガイドにて購入の場合は手数料がかかります。また、公演によって取扱いプレイガイドが異なります。

MJのスタッフ“とりちゃん”が学級委員長となって、皆さんと楽しく音楽を学ぶ
音楽講座を開講します！今回は、ゲストにピアニストの田村緑さんをお迎えし
ます。ここだけの話、田村さんのワークショップって他ではあじわえないほど、
とーっても面白いのですよ。ピアノを解体したり、ピアノの下に潜ってみたり
…しまいには粘土を使って曲を分析しちゃうのです。この授業なら音楽が好き
な人も嫌いな人も、子どもも大人も音楽の奥深～い世界を知りたくなるはず♪
この機会にみんなで一緒に“音楽の楽しさ”を見つけてみましょう！

杉並児童合唱団　創立 50 周年記念公演

飛び出すこどもブンガクシリーズ＃８

とりちゃん音楽学級♪

with MJ うた倶楽部 kids& 都城少年少女合唱団

劇団うりんこ『アリス』

～ピアニスト 田村緑を迎えて～

宮崎県立芸術劇場　虹の架け橋事業

公演前に動画を見てみよう！
「杉児」の演奏スタイルを取り入れている都城少年少女合唱団の動画を youtube で
見る事が出来ます。
どんな雰囲気になるのかイメージ出来ますので、ぜひご覧下さい !!

　　　　　　　　開演15:00
中ホール
全席自由	 一般2,600円　学割（５歳～大学生）1,000円
	 お得な親子割あります（一般+学割）3,100円
チケットは、ＭＪチケットカウンター他プレイガイドにて好評発売中！
※4歳以下のご入場はできません。※MJチケットクラブ会員対象に一部指定席枠がございます。当日500円アップ

【実施プログラム】
①6/29（日）
ピアノのひみつ☆大公開

②7/21（月・祝）
モーツァルトのピアノソナタを分析してみよう

③8/17（日）
ホールの響きを体感して、
自分の好きな席を見つけよう♪
6月の中旬より参加募集予定！募集要項は詳細が決まり次第、
ホームページに掲載します。

Pickup

event1

Pickup

event2

Pickup

event3

検 索都城少年少女合唱団

　　　　　　　　開演18:00
大ホール（一階席のみ）
全席自由	 大人1,000円
	 子ども（高校生以下）500円
チケットは、ＭＪチケットカウンター他ローソンチケットにて好評発売中！
※入場制限はありません。
※MJチケットクラブ会員対象に一部指定席枠がございます。
※本公演は、宝くじの助成を受けて実施します。

©Kouji Hishikawa

平原綾香
CONCERT TOUR 2014

「What I am- 未来の私へ -」

人々の心に響く名曲の数々！ MJ で女子力アップ
シリーズ第３弾！

あのテケテケ・サウンドを
生で！

霧島の魅力 再発見！
ＮＨＫ公開セミナー「にっぽん百名山」

開演19:00　大ホール
全席指定6,500円
※当日500円アップ、未就学児入場不可

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター
ローソンチケット………………Ｌコード84960
チケットぴあ／セブンイレブン……Ｐコード226-988
イープラス／ファミリーマート

開演18:00　大ホール
全席自由500円
※当日200円アップ、未就学児入場不可
※MJチケットクラブ会員対象に一部指定席枠がございます。

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター
ローソンチケット………………Ｌコード86027
チケットぴあ／セブンイレブン……Ｐコード626-595

6月26日㊍ 7月12日㊏ 8月30日㊏

6月28日㊏
開演14:00　中ホール
入場無料（要整理券）
※1歳以上のお子様から入場整理券が必要。

【講師】
太田昭彦
（公益社団法人日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド）
白石章治
（「にっぽん百名山」チーフ・プロデューサー）

【応募方法】郵便はがきに、①郵便番号、
②住所、③名前（複数人の場合は代表者名）、
④電話番号、⑤参加希望人数を明記し、
　下記あて先までお申込み下さい。
【あ…て…先】〒８８０－８６３３（住所不要）
ＮＨＫ宮崎放送局「ＮＨＫ公開セミナー」係
【応募締切】平成２６年６月１３日（金）必着

開演17:00　大ホール
全席指定5,500円
※当日料金未定、未就学児入場不可

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター
ローソンチケット………………Ｌコード85671
チケットぴあ／セブンイレブン……Ｐコード229-665
イープラス／ファミリーマート

夏木マリ トークショー
「私たちは美しさを見つけ
るために生まれてきた」

結成 55 周年記念
ベンチャーズ
ジャパン・ツアー 2014

チケット購入代金のお支払いに、クレジットカード決済が
出来るようになりました。
※ご利用頂けるのはホール自主事業公演、チケット購入のみです。

お電話でのチケット予約の際、座席指定ができるようになり
ました。
※ご予約後の座席の変更・キャンセル・払い戻しは一切できません。
※ホール自主事業公演のみ

☆ 座席表がお手元にあれば、ご案内もスムーズに！窓口での
配布、ホームページからダウンロード、FAXでお送りするこ
とも可能です。

☆ 電話予約専用番号　0986-23-7190
　 ※＋500円でチケットの郵送サービスもございます。

　 ※電話受付時間　9：00〜20：00
　　　（ただし、チケット発売初日は13：00～受付）

①クレジットカードでラクラク決済！ ②電話予約がもっと便利に！

※TEL・FAX受付は9：00～20：00
※水曜日休館。水曜日が祝日の場合は翌日休館。

窓口営業時間が９：00〜22：00となりました。　
「昼間忙しくて、チケット買いに行けない！」という方も22：00
までご来館いただけます。

③仕事帰りでも買いに行ける！

○コンビニで買う！ ○インターネットで買う！
（事前にそれぞれ会員登録が必要です。）

MJチケットカウンターでのチケット購入がもっと便利になりました！

⬇ＭＪに買いに行くのは遠いなぁ…そんな方はコチラ！⬇

「ホールの人たちはどんなお仕事をしてるの？」「夏休みは何かに挑戦してみたい
な。」そんな子どもたちはMJでお仕事体験をしてみませんか？チケットを確認し
たり、プログラムを配ったり。ホール探検ツアー付きの、ドキドキがいっぱいの一日。
終わった後は、杉並児童合唱団の公演を無料で観ることができます！小学４～６年
生が体験出来ます（参加無料）。募集方法などはホームページをご確認下さい。

ホールのお仕事体験で 2 倍楽しめる !!キッズ向け

写真提供：えびの市

ＭＪチケットクラブ　会員募集中！
≪年会費≫

≪会員特典≫

≪入会方法≫

≪更新方法≫

1,000円　※有効期間：入会日から１年間

その１.チケットを早く買える！

その３.ポイントを貯める・使う！
ご来館でお申込み

来館出来ない場合

その２.イベント情報が届く！

年間20回程度実施のホールが主催する事業
などのチケットを一般発売に先がけてご購
入出来ます。
※先行発売期間中に購入できる枚数は公演ごとに異なります。

◆ポイントを貯める
・チケット購入時
　→100円につき１ポイント付与
※ ホール自主文化事業のチケットをMJチケットカウ

ンターで購入される場合に限ります。

・会員更新時→100ポイント付与

◆ポイントを使う
・チケット購入時に
　→100ポイントを100円として使用
※MJチケットカウンターでのみ使用できます。
※ ホール自主文化事業のチケットに限ります。

・げんきなごはん「なのはな食堂」で
※ 事前にホールのチケットカウンターでお食事割引券

に引き換えてください。
　（ホール施設内にあり神柱公園の景色も望めます）
※ ホール２Ｆで不定期で営業する「SAKURA Cafe」で

もお使いいただけます。（SAKURA Cafe営業日は、
MJのホームページでご確認ください。）

入会申込書に必要事項を記入の上、MJチケットカウンターにて年会
費を添えてお申し込みください。その場で、会員証を発行します。

FAXまたは郵送でもお申込みを受け付けています。入会申込書に
必要事項を記入の上、当ホールまでお送りください。到着後、振込
用紙を返送いたしますのでお近くの銀行またはコンビニにてお
振込ください。
※振込手数料はお客様負担となります。ご入金確認後、会員カードをお送りします。
※ 入会申込書は、ＭＪチケットカウンター、もしくは、ホームページからダウンロードして下

さい。

有効期限内にMJチケットカウンターにて会費をお納めいただく
か、更新案内同封の振込用紙にてお振込みください。更新案内は
有効期限の約１ケ月前に送付します。

広報誌『ＭＪdays』を送付し、ホール自主文
化事業の詳細や、その他のＭＪで開催される
催物の概要をお知らせいたします。また、会
員先行発売前にはＤＭをお届けします。

8月 2日（土）

7月13日（日）

撮影：清水ジロー


