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夏

故・服部克久 終身名誉館長に捧ぐ。 　――― 2021 年 6月 13 日 、一周忌に合わせてメモリアルコンサートを開催。

　暗転したステージ上のピアノに明かりが灯り、白い手袋
をはめた男性がひとり、静かに弾き始める―――。

　服部館長がピアノアレンジを務めた映画「オズの魔法使
い」テーマソング『虹の彼方に』で、コンサートは幕を開
けました。演奏は、作編曲家の小六禮次郎さん。今回は進
行も務めてくださいました。
　メモリアルコンサートのサブタイトル “音楽の料理人” と
は、アレンジャー（編曲家）のこと。様々な工夫で食材（メ
ロディ）の良さを引き出す料理人に例えた表現です。
　館長は、作曲家として数々の名曲を世に送りだした一方
で、アレンジャーとして多くの作品を手掛け、ミュージシャ
ンたちから厚い信頼を得ていました。

7月～ 9月

　そんな館長の薫陶を受けた愛弟子たちや、共にアレン
ジャーの地位向上に力を注いだ小六さん、萩田光雄さんら
盟友たちの手によって、次々に料理されていく服部作品。
　ピアノと弦楽カルテットというシンプルな演奏形態でし
たが、館長が伝えようとしていた “アレンジの妙” を存分に
味わえる贅沢な内容で、料理人たち、演奏者、そして会場
のお客様の想いが一つになったようでした。
　コンサートは、大橋純子さんが『自由の大地（ヴォーカ
ル版）』をパワフルに歌い上げ、幕を閉じました。
　これまでに手掛けられた 6 万曲もの服部サウンドが、こ
れからも誰かの心を癒し、元気づけてくれることでしょう。

※一般的に「終身」は存命中の期間を指しますが、館長を終身務めたという意味で使用しています。
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※ご入会順

●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。〔6/11 現在〕

●記載のチケット料金は前売り価格です。また、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。

時 料 場 問 対

TICKET 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

TICKET
MJ 主催事業

7月5日（月）

7月11日（日）

7月25日（日）

7月30・31日
　　　　　（金土）

8月1日（日）

8月3日（火）

9月12日（日）

9月15日（水）

世界で初めてのオペラ
「赤毛のアン」都城公演

じゅげむ先生のらくご体験教室

交歓演奏会

都城市民劇場 第 139 回例会
こまつ座「母と暮らせば」

TICKET

TICKET TICKET

大ホール

福祉サポートひまわり会　090-1517-1751

12：00 3,000 円

イベントスケジュールイベントスケジュール 日 実施日

都城音楽村   vol.6
盆地の空にひびくオーケストラ

ピックアップ！

▼ホール主催公演情報をイチ早くお届け！

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。

時 料場

問

会議室 1

都城市総合文化ホール　0986-23-7140

30 日 /15：00　31 日 / ①10：00　②14：00

親子1組 500 円（1組3名まで）

時

料

場

問

大ホール

都城少年少女合唱団　090-8226-0063

18：00 大人 700 円　子ども 500 円時 料場

問

〒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
〔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

ホールへのアクセスはコチラ ▷

MJ 公式 SNS

〔窓口〕1階チケットカウンター（10：00 ～ 19：00）
〔電話〕予約専用 TEL 0986-23-7190（10：00 ～ 19：00）
〔インターネット〕ホールHPからアクセス/ 24時間受付
◎ インターネットでの購入には、会員登録（無料）が必要です。 ＜予約手順＞

①空き状況確認（来館 /電話 / インターネット）
②利用許可申請書を提出 or インターネット予約
③施設料金のお支払い（来館 /振込）
◎ いずれの申請の場合も、事前に利用者登録が必要です。
◎料金はご利用の内容によって商業料金か通常料金かを判断します。

〔お問い合わせ〕TEL 0986-23-7140（9：00 ～ 19：00）

MJ には、大・中ホールの他にも、会議室や練習室など
さまざまな貸出施設がございます。
「こんな使い方は出来ないかな？」と思ったら、まずは
お気軽にご相談ください♪

空席照会・予約

施設
を

利用したい

チケット
を

買いたい
空き状況照会・予約

▽ 公演情報など随時更新中！

ご来館の際は駐車券を必ずホールまでお持ちください。
ＭＪ駐車場以外の近隣店舗駐車場等には駐車しないでください。

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！

福祉サポート
愛のふれあいチャリティショー

第 30 回
コスミックバレエファンタジー

大ホール

コスミックバレエスタジオ　0986-25-9601

15：30 自由席 1,000 円時 料場

問

大ホール

国文祭・芸文祭みやざき 2020 都城市実行委員会　0986-23-2132

14：00 S 席 5,000 円　A席 4,000 円　B席 3,000 円時 料場

問

7月31日（土） 大ホール

株式会社 鈴木企画 福岡営業所　092-285-4864

15：00 6,000 円時 料場

問

三浦祐太朗 Live Tour2020-2021
“Blooming Hearts”

7月18日（日） MJ うた倶楽部 kids 2021
前期シーズン③

中ホール

都城市総合文化ホール　0986-23-7140

各回 200 円〔A〕13：30 ～ 14：30　〔B〕15：30 ～ 16：30

3 歳～小学 1年生

時 料場

問対

中ホール

都城市民劇場　0986-21-8082
19：00 会員（当日入会可）時 料場

問

◆中面に詳細情報あり。

DRUM  TAO
2021 年新作舞台『光』

大ホール19：00 6,500 円時 料場

都城市総合文化ホール　0986-23-7190問

（ワークショップ）

大ホール

都城音楽村実行委員会　090-2504-5858（田口）

14：00 入場無料（要整理券）時 料場

問
◆中面に詳細情報あり。

TICKET

TICKET


