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　合唱団あさぎりは、盆地に恵みをもたらす深い霧のよう
に、都城を歌で元気にしたいと平成 23 年に発足しました。
　以来、月１回の例会のほか、ホールが主催する催事で歌っ
たり、時にはプロのアーティストと共演することもありま
した。団員は 30 名程度で 10 ～ 70 歳代と幅広いです。
　曲は、童謡からポップ
ス、合唱曲まで幅広く、
楽譜が読めないという方
でも取り組みやすいもの
を選んでいます。活動自
体が少ないので、1 回の練
習で、ひと通り歌えるよ
うになることを目標にし
ています。
　指揮者・末平浩康先生の軽妙なトークと確かな指導は、
団員の厚い信頼を得ており、いつも和やかな雰囲気で歌に
取り組んでいます。
　先生のジョークに笑いながら、そして真剣に声を出して
いるうちに、「あら、今日も 1曲歌えるようになりましたね」
となって、毎回、歌う喜びを感じています。
　他人と声を合わせていると、心まで合わさるような気が
してきますね。そんな瞬間を、これからも重ねていきたい
と考えています。
　さあ、あなたも一緒に歌いませんか♪

Report

　都城市総合文化ホールでは、都城市の委託を受けて市内の
小中学生に向けて、優れた芸術作品をお届けする「小中学校
アウトリーチ事業」を毎年実施しております。
　演劇・音楽・ダンスなど多様なジャンルのアーティストを
招いて、学校の体育館を舞台に上演、演奏し、子どもたちに
芸術文化を身近に感じてもらう企画です。
　今年度は 26 校へ出向きたくさんの児童生徒の皆さんとの出
会いをいただきました！どんな作品との出会いがあったか、
皆さまにちょっとご紹介♪

子どもたちの豊かな心を育む

津軽三味線・石井秀弦さんと
パーカッション・上之園謙治さ
んの異色ユニット。地元アー
ティストの魅力をたっぷり聴い
てもらいました。楽器体験も皆
さんドキドキ、ワクワク！

全国各地で演奏を行い好評
を博している 7 人組ブラス
バンド。ニューオーリンズ
スタイル（即興的なジャズ
演奏スタイル）の迫力ある
演奏と楽しいお話に、生徒
たちもノリノリでした。ホー
ルでの鑑賞公演では、一味
違った魅力も発見！

声というシンプルながら奥深い
音色に、想いを乗せて力強く歌
う、宮崎市在住のアーティスト
Whoopin さん。普段あまり聞
く機会の少ない「ゴスペル」に
触れるとともに、児童生徒も一
緒に歌ったり、手拍子をして参
加しました。

地元劇団による演劇公演。誰し
も抱いたことのある想いが、物
語の世界へ引き込まれ、溢れ出
てきます。前半には国語の授業
で習う文章を、劇団員が読む
コーナーもあり、プロの音読に
新たな気づきを発見した児童生
徒もたくさんいたようです。

今年初めて「語り」という今ま
でには無かったジャンルを加
え、地域に伝わるお話を、地元
の語り部・竹原さんのいぶし銀
の語りで伝えました。聞くとい
うことで、想像が膨らみ、様々
な情景を思い浮かべることがで
き、自分だけの世界を創り出す
ことができます。

東京を拠点に活動する演出
家・小野寺修二主宰のカン
パニー。パントマイムをベー
スに、ダンスのような演劇
のような、卓越した世界観
で名作「ドン・キホーテ」
を上演。目の前に広がる摩
訶不思議な物語に、ぐいぐ
い引き込まれていきました。

温故知新

Whoopin

劇団こふく劇場

竹原由紀子

[音楽 ]

[ 音楽 ] with 宮崎ゴスペルクワイア
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Information

カンパニーデラシネラ[演劇 ]

BLACK BOTTOM BRASS BAND[ 音楽 ]

みんなで歌って、笑って

♪ 月１回くらいの気軽さが良い
♪ 子ども連れで参加したい
♪ 自分の声がソプラノかアルトか分からないけれど歌ってみたい
♪ 仕事で開始時間に間に合わないけれど少しでも歌いたい

【例会】毎月第 4火曜 18：30 ～ 21：00　随時団員募集中

こんな方にも
オススメ

実施校 ▶ 川東小、西岳小中
　　　　  吉之元小、夏尾小
　　　　  庄内小、夏尾中、山田小

実施校 ▶  麓小、山之口小
　　　　   有水中、乙房小

実施校 ▶  白雲小中、明道小
　　　　   五十市中、西中

実施校 ▶  丸野小、志和池中
　　　　   沖水小、石山小

実施校 ▶ 高城小、菓子野小、山之口中

実施校 ▶  富吉小、高城中、山田中、中郷中
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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

▶MJ利用体験会＠大ホール～コスプレ～実施レポート♪
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▶MJ利用体験会＠大ホール～コスプレ～実施レポート♪▶MJ利用体験会＠大ホール～コスプレ～実施レポート♪▶MJ利用体験会＠大ホール～コスプレ～実施レポート♪

▶オペラグラスの貸し出しについて

　8 月 10 日（土）大ホールにて、「MJ 利用体験会＠大ホー
ル～コスプレ～」を開催しました。
　本事業は、「都城市総合文化ホールをもっと多くの方に利
用してもらいたい！」という思いから、利用担当職員が企画
したものです。
　今年度は、日本のサブカルチャーとして人気の高まってい
る『コスプレ』に注目。実は近年、コスプレ撮影ができる県
内でも数少ない公共施設として、和室や創作室などのお部屋
（創作練習棟）の利用が増えているんです！そこで、コスプ
レ撮影をされる方を対象に、創作練習棟以外の施設の新たな
利用方法を提案すべく、大ホールでの撮影を体験していただ
きました。

　まずは、ロビーや客席などの施
設見学からスタート。大ホールに
は、自然光がふりそそぐ広々とし
たホワイエやピアノ階段など、撮
影スポットが複数あり、参加者か
らは、広くて明るいスペースに驚
きの声が上がっていました。
　続いて、舞台上に移動し、スポッ
トライトやプロジェクター画像の
投影などの、演出をいくつかご紹
介。その後に行った撮影タイムで
は、お気に入りの場所を探しても
らいつつ、自由に撮影を楽しんで
いただきました。

　撮影終了後には、利用申請の方法や料金についての説明、
質疑応答を行い、「●●の場合の料金はどうなりますか？」
など多くの質問をいただきました。
　初の試みではありましたが、実施後のアンケートには、「定
期的に開催して欲しい」、「借りてみたい」といった嬉しい意
見や感想があり、職員にとっても気づきの多い体験会となり
ました。ご参加いただきました皆さん、ありがとうございま
した。
　今後も、より多くの市民の皆さまに施設を利用していただ
けるよう、新たな利用方法を模索・提案していきたいと思い
ます。「こんな利用はできないかな？」と思ったら、お気軽
にお問い合わせください♪

　1 階席後方や 2 階席での鑑賞時に役立つのがオペラグラス
です♪肉眼では見えにくい、アーティストの表情や演出を、
より近くに感じながら鑑賞をお楽しみいただけます。1 階チ
ケットカウンターでお貸出ししておりますので、是非ご利用
ください。

■貸出料 300 円 +保証金 1,000 円 /1 台

ご返却時に異常が無ければ保証金 1,000
円は返金致します。
※台数には限りがあります。

重さ210ｇ‼
軽量でとっても使いやすい♪

倍率8倍‼
2階席でもバッチリ見えます♪
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http://mj-hall.jp

冬12月～2020年 2月

今年も巨大ツリーが大ホールホワイエにお目見え。 イルミネーションを一新し、よりキラキラと、ホールの中と外を彩っています。

ガラスの向こうのパラレルワールド


