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INTERVIEWReport

「夢に向かって舵をとろう！」
令和最初のお正月イベントを開催。

　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

　今回写真でご紹介したものの他にも、職員考案のペットボ
トルシェイカー作りや、車イス体験などもあり、イベント当
日は、各ブース大盛況！日本のお正月（和文化）やアート体験、
そしてワールドフェスタでの異文化交流など、様々な体験を
楽しんでいただきました。
　今後もこの「初春☆夢を描こう、踊ろう。」が、小さなお
子様から高齢の方、障害のある方ない方、そして国籍の違う
方など、多様な人々が集い交流する『共生の場』になるよう、
来年度以降も継続して実施する予定です。

　2020 年 1 月 19 日（日）に、MJ 流新年の体験イベント「初
春☆夢を描こう、踊ろう。」を、開催しました。
　2015 年度から始まり、今年で 5 回目を迎える本事業は、
新年の夢や目標をアートという形で表現し、来場者の皆さん
と分かち合おうというイベントです。障害の有無や国籍、年
齢等に関わらず、誰でも参加できるワークショップを、地元
団体と協力しながら企画しました。

　造形作家の松下太紀さんと作る、干支の新作立体作品制作
をはじめ、障害のある人もない人も共に踊るオドッドミッド
のダンスパフォーマンス、工房あわいや生駒新一郎さんによ
る書のワークショップなどは、昨年に引き続き今年も実施。
さらに、国際交流協会主催の「ワールド・フェスタ in みやこ
のじょう」と同時開催という事で、今年は『日本のお正月』
を感じることが出来る、和のワークショップを新たにライン

ナップに加えました。

▶PickUp
　着物体験をしていた、とっ
ても可愛い姉妹を発見！写真
を撮らせていただきました。
　実は過去にもこの初春イベ
ントにご参加頂いたことがあ
るそうで、今回もチラシを見
て遊びに来てくれたとのこと。
シェイカー作りやお筝体験な
どのブースを楽しんでくれた
ようです。
　来年もまたぜひ、ご家族そ
ろって遊びに来てくださいね。

今年の初春は、おかげ祭り振興会の皆さ
んによる祝い太鼓で幕開け！
力強い和太鼓の音で、オープニングを華々
しく飾っていただきました。

祝い太鼓

今年のテーマは「夢に向かって舵ろう！」
夢や目標を絵に描いて、造形作家の松下
太紀さん（宮崎市）と一緒に、ねずみが
乗る船の帆を完成させました。
出来上がった作品は 1 年間ロビーに展示
していますので、ぜひご覧ください。

「子」新作立体作品制作

十二支の順番はどのようにして決まった
のか…？オドッドミッドの皆さんに、ス
トーリー仕立てのダンスパフォーマンス
を披露していただきました。
イベントの最後は、会場の皆さんで「一
月一日ダンス」を踊りましたよ。

新干支作品披露＆一月一日ダンス

なのはな合唱団の皆さんには、「北風小僧
の寒太郎」「ハナミズキ」など、色んなジャ
ンルの曲を披露していただきました。
来場者も手拍子で参加するなど、会場が
あたたかな空気で包まれました。

合唱

季節を感じられるコーナーにしようと、
ホール附属合唱団あさぎりの皆さんは、
「たきび」「ゆき」「早春賦」といった冬の
唱歌を披露。会場の皆さんと一緒に歌い
ました。

みんなで歌おう

工房あわいやの生駒新一郎さんによる書
のワークショップを今年も実施。
筆をバトンに見立て「いのちの歌」の歌
詞を書き繋いだり、みんなで線と線をつ
ないで 1 つの作品を作り上げ、想いを共
有するワークショップなど、墨と筆を使っ
て、新たな表現を楽しみました。

みんなで書初め

都城市点字図書館のコーナーでは、自分
で作る世界にひとつだけの点字名刺や使
用済みの点字新聞を材料にしたかざぐる
まを作りました。色鮮やかなかざぐるま
をクルクル回すと、新春の風が…♪

点字名刺＆点字かざぐるまを作ろう

今年初の試みで、社会福祉法人なのはな村
と社会福祉法人風の道の皆さんによるマー
ケットを実施！
お弁当やお菓子、加工品、新鮮なお野菜な
どを販売していただきました。
MJ 農園で育てた野菜も販売しました。

初春MARKET

しらさぎ和装九州支部の皆さんによる着
物体験。当日は子ども用から大人用まで、
素敵な着物をたくさんご準備いただきま
した。
着物を着たまま、他のワークショップの
体験もでき、会場内がとっても華やかに！

着物体験

おいしいお抹茶と和菓子でホッと一息。
敷居の高く感じる茶道を気軽に体験でき
るとあって、外国のお客様も多くいらっ
しゃいました。茶道裏千家淡交会指導の
元、自分で点てたお抹茶は格別の味でし
た♪

茶道体験

初音会の皆さんによる和楽器体験。
普段触れる機会が少ないお筝が体験でき
るとあって、当日は多くの来場者で賑わ
い、日本情緒あふれる箏の音色が会場内
に響きました。

お筝体験

昔遊びの達人、立石岑次さんと一緒に、
色とりどりのコマを作って遊びました。
それぞれの個性がキラリと光る、とって
も素敵なコマができあがりました♪

昔懐かしおもちゃを作ろう

姉・米澤ゆうさん（右）　妹・ゆかさん（左）

お筝にも挑戦♪
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〔ＭＪ〕都城市総合文化ホール　〔Ｌ〕ローソンチケット　〔Ｐ〕チケットぴあ　〔Ｆ〕ファミリーマート　〔e+〕イープラス　〔西〕西村楽器 都城店　

5 Ma y

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
「ソドー島のたからもの」

〔都城市総合文化ホール公演鑑賞型事業〕

古いソドー島の地図にのっ
ている宝の場所を探してい
たトーマスが、あやまって
見知らぬ線路に迷い込んで
しまう。パーシーたちがく
らい森の中でトーマスを発
見したとき、ソドー島の宝
物も明らかに！

時

料

場

問

①12：30　②14：30
全席指定 2,850 円

大ホール

（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140
ピクニックチケットセンター　050-3539-8330

26日
（日）

＊2歳以上有料。2歳未満は保護者 1名につき 1名膝上無料。
　ただし、2歳未満でも座席が必要な場合は有料。
＊託児サービス締切：4/12（日） TICKETTICKET

＊ファミリー券：4枚以上で 1枚 2,450 円

29日
（水・祝）

Ke Aloha O Ka Lani 4rd Ho’ ike
時

問

1,700 円 中ホール
Hula Halau Ke Aloha O Ka Lani　090-4954-0596

料 場13：00

2日
（土）

第 36回　定期演奏会
時

問

大人 700 円　子ども 500 円
大ホール都城少年少女合唱団　0986-22-3966

料

場

18：30

17日
（日）

第 22回　大衆音楽祭
時

問

1,000 円 中ホール

都城歌謡会・協会　0986-24-3996
料 場10：00

村治佳織　ギター・リサイタル 2020
〔都城市総合文化ホール公演鑑賞型事業〕

クラシック界のミューズ・
村治佳織、都城初公演。

時 料場

問

14：00 全席指定 5,000 円中ホール
（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140
鹿児島音協　099-226-3465

24日
（日）

＊未就学児童入場不可。　＊託児サービス締切：5/10（日） TICKETTICKET

【予定曲目】
・アルハンブラの思い出
・ムーン・リバー
・愛のテーマ
・人生のメリーゴーランド　ほか

30日
（土）

東京大衆歌謡楽団
時

問

未定 中ホール
ＫＴＳ鹿児島テレビ　099-258-1111

料 場未定

開催　5月～ 2021年 2月末の火曜日
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 3/13（金）まで。
※応募者多数の場合は選考。

TOPICS

市役所ロビーコンサートに出演しませんか？

Report

　1994 年より開催している「市役所ロビーコンサート」。こ
れまで、合唱や楽器の演奏など、さまざまなジャンルの発表
の場として市民の皆様に親しまれてきました。
　現在、来年度の開催に向けて出演者を募集しております。
日々の活動発表の場として、一度ロビーコンサートに出演し
てみませんか？応募方法は HP をご覧ください。たくさんの
ご応募をお待ちしております。

　野村さんが奏でるベートーヴェンのメロディーが、みなさ
んが手にする様々な楽器の音色と重なって混ざり合う中、佐
久間さんが全身で、みなさんと戯れ大きなうねりが生まれま
した。一人の男の子は、佐久間さんの背中に乗って、空を飛
ぶダンス。
　「自然に涙が流れた」「普段の生活では見られない笑顔がみ
れた」など、実施後は、スタッフの方々の感想やお話を聞く
時間もいただきました。
　日常で触れ合っているスタッフの観察力と、寄り添う想い
にあふれた感想は、アーティストと企画側スタッフにとって
も大変うれしく、驚くことがたくさんありました。
　音楽とダンスがあふれる中、それぞれの世界を持ったまま、
共に楽しむ豊かな時間。ありがとうございました。

都城にベートーヴェンが響き、少年が飛んだ日
　都城市総合文化ホールでは、ホールに足を運ぶことが難し
い方々にも、芸術文化に触れる機会を広げようと、ホールか
ら出向いてワークショップを行う、アウトリーチ事業を行っ
ています。
　1月30日、31日、2月1日の3日間、作曲家 野村誠さん、ジャ
ワ舞踊家 佐久間新さんが、4 か所の施設のみなさんと、音楽
とダンスのワークショップを行いました。

障害者支援施設 みどり園 こども発達支援センター カラーズ

託児サービスを設けています
　このマークのある公演では、資格を持った保育士がお子様を
お預かりする託児サービスを設置しています。どうぞお気軽に
ご利用ください。（要事前申込。定員になり次第締切。）

表示マークのご案内

デイサービスひなたば＆社会福祉法人ゆいまーる

都城市総合文化ホール　催し物カレンダー

53     ～
月

●ホール文化振興事業のほか、ホールで行われる文化関連の公演を中心にご案内しています。〔2/6 現在〕

●記載のチケット料金は前売り価格です。当日料金については主催者にお問い合わせ下さい。

●主催者の都合により、イベント内容が変更される場合があります。詳細は各主催者にお問い合わせ下さい。

●この色の事業は、都城市総合文化ホール主催・共催の催し物です。
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月

時 料 場 問 対 TICKET託児サービス有（2週間前締切） MJ でのチケット取扱有 車イスチケットの販売有開演時間 チケット料金 会場 問合せ先（主催者） 対象

M a r c h3

TICKET

八神純子　Live ～キミの街へ　Here We Go ！
〔都城市総合文化ホール鑑賞型事業〕

PG プレイガイド

1日
（日）

4 A p r i l

都城市民劇場　第 131 回例会
エイコーン「愛の賛歌ーピアフー」公演
時

問

会員（当日入会可） 中ホール

都城市民劇場　0986-21-8082

料 場19：00

時

料

場

問

15：00
全席指定　A席 6,000 円　B席 5,500 円

大ホール

（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140
MIN-ON 宮崎　0985-27-8941

3日
（金）

8日
（日）

定期演奏会
時

問

無料 中ホール
都城市立西小学校　0986-22-4319

料 場13：30

12日
（木）

令和元年度　都城市地域福祉推進大会
時

問

無料 中ホール
都城市社会福祉協議会　0986-25-2123

料 場13：30

15日
（日）

〔都城市総合文化ホール普及啓発型事業〕

MJ うた倶楽部 kids 2019 年度 後期シーズン ⑤

リトミックの要素を取り入
れ、身体全体を使って音楽を
楽しんでもらい、豊かな感性
を育むことを目的とした子ど
も向けリズムワークショッ
プ。芸術文化への入口として
絶好の機会です♪

時

料場

問

〔Ａ・Ｂ合同〕14：00 ～ 15：30
各回 200 円大ホール他

（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140
対 3 歳～小学 1年生

日 ⑤3/15（日）　⑥4/12（日）　⑦4/29（水・祝）

TICKET

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第 20回都城心身障がい児（者）を守る会
時

問

1,000 円 中ホール
都城邦舞会（愛の会）　090-2516-2216

料 場12：00

21日
（土）

愛のふれあいチャリティショー
柴田富美子ＣＤデビュー 3周年記念感謝の集い
時

問

1,000 円 中ホール
柴田企画　090-1517-1751

料 場10:30

22日
（日）

宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校吹奏楽部
第 18回定期演奏会
時

問

400 円 大ホール
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校　0986-23-0223

料 場13：30

24日
（火）

〔都城市総合文化ホール地域貢献型事業〕

ホール附属合唱団あさぎり例会
良く晴れた日の朝、都城盆
地に立ちこめる深い霧。豊
かな恵みをもたらす朝霧の
ように、元気な歌声で都城
を元気にしたい。そんな想
いを込めて立ち上がった
ホール附属の合唱団。

時

料場

問

18：30 ～ 21：00
年会費 6,000 円大楽屋

（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140

日 毎月第 4火曜日    団員
募集中！

〔都城市総合文化ホール普及啓発型事業〕

MJ うた倶楽部 kids 2020 年度 前期シーズン ①

【申込手段】メール・ＦＡＸ・来館
【必要事項】 ①名前  ②性別  ③年齢　
④4月からの学年（保幼稚園は年長／年中／年少の区別）
⑤保護者名  ⑥住所  ⑦電話番号 
⑧ＦＡＸ番号　（ＦＡＸ申込の場合） ⑨希望チーム

3/28（土）
9：00 ～

申込受付開始！

時

料場

問

①～④〔A〕13：30 ～ 14：30　〔B〕15：30 ～ 16：30

各回 200 円大ホール他
（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140

対 3 歳～小学 1年生
定 A・Bチーム 各 50 名（先着）　＊内容は同じ

日 ①4/19（日）　②5/17（日）　③6/14（日）
④7/23（木・祝）　⑤8/2（日）

⑤〔A・B合同〕14：00 ～ 16：00 予定

三遊亭歌之介改メ
四代目三遊亭圓歌襲名披露公演

〔都城市総合文化ホール鑑賞型事業〕

時 料場

問

14：00 全席指定　6,000 円大ホール
（公財）都城市文化振興財団　0986-23-7140
鹿児島音協　099-226-3465

＊未就学児童入場不可。
＊託児サービス締切：3/10（火）

歌之介が大名跡・圓歌を継ぐ！
襲名披露公演、いよいよ都城で
千秋楽！！

25日
（水）

TICKETTICKET

11 日
（土）

Dance Studio Element
発表会 Vol.18「ELEMENT 学園」
時

問

2,000 円 中ホール
DANCE STUDIO ELEMENT　0986-77-2368

料 場15：30

19日
（日）

不変のクリスタルヴォイスにヒット曲満載。
八神純子のパワフルなステージ。

25日
（土）

モーニング娘。‘20
コンサートツアー春　～MOMM～
時

問大ホール BEA　092-712-4221場

①14：30　②18：00

【営業時間】　◆ランチバイキング 11：00 ～ 14：00（L.O13：30）　◆喫茶 14：00 ～ 16：00（L.O15：45）　【定休日】毎週水・木曜日なのはな食堂のご案内


