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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。〔2/28 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

4月4日（日）

4月10日（土）

5月2日（日）

4月18日（日）

5月23日（日）

6月11日（金）

6月13日（日）

6月27日（日）

都城市民劇場　第 137 回例会

夏川りみ
Concert Tour 2021『あかり』

都城少年少女合唱団
第 37回定期演奏会

新型コロナウイルス対策支援
チャリティ公演「聖の会」

第 22回　宮崎県大衆音楽祭

MJうた倶楽部 kids 2021
前期シーズン①

村治佳織
ギター・リサイタル 2021

福祉サポート
愛のふれあいチャリティショー

はぐくみのダンス 2021 ①

TICKET TICKET

TICKET TICKET

TICKET TICKET

中ホール

5月16日（日）

都城市民劇場　0986-21-808218：30 会員（当日入会可）

中ホール

都城市総合文化ホール　0986-23-7190（予約専用番号）

①14：30  ②17：30 全席指定 6,800 円

大ホール他

都城市総合文化ホール　0986-23-7140

各回 200 円①4/18（日）  ②5/16（日）  ③7/18（日）
〔A〕13：30 ～ 14：30　〔B〕15：30 ～ 16：30 3 歳～小学 1年生

◆中面に紹介記事あります。

◆中面に紹介記事あります。

◆中面に紹介記事あります。

5月2日（日）

TICKET

TICKET

イベントスケジュールイベントスケジュール 日 実施日

終身名誉館長 服部克久
メモリアルコンサート（仮）

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

時 料場

問

時

料場

問

対

日

大ホール

都城少年少女合唱団　0986-22-3966

18：30 おとな 700 円　こども 500 円時 料場

問

中ホール 聖の会　090-1695-571112：30 自由席 1,500 円時 料場 問

中ホール 都城歌謡会・協会　0986-24-399611：30 1,000 円時 料場 問

中ホール

都城市総合文化ホール　0986-23-7190（予約専用番号）

14：00 全席指定 5,000 円時 料場

問

大ホール

福祉サポート愛のふれあいチャリティショー　090-1517-1751

未定 3,000 円時 料場

問

大ホール

都城市総合文化ホール　0986-23-7190（予約専用番号）

13：00 全席指定 3,500 円時 料場

問

練習室 1他
都城市総合文化ホール　0986-23-7140

各回 500 円
①6/27（日）　②7/18（日）　③8/8（日）　その他計 10 回予定
14：00 ～ 15：30時 料場

問

日

〒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！

MJdays
2021 年 号都城市総合文化ホール広報誌

に イロドリを。

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）

春

子どもたちに、ワクワク♪ドキドキ☆ があふれる時間を。

　地元・都城少年少女合唱団と共同企画している幼児向け
リズムワークショップ「MJ うた倶楽部 kids」。芸術文化体
験の入り口と位置づけ、毎年、たくさんの子どもたちが、
広いホールの舞台上で音楽に触れています。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように
活動出来ず、子どもたちの歌声が聞こえない日々が続きま
した。
　しかし、これ以上、子どもたちが芸術文化に触れる機会
を減らしてはならない、という思いで、合唱団・担当職員・
舞台技術スタッフが知恵を絞り、マスク着用＆ソーシャル
ディスタンスを保ちながらでも楽しめる、新たなプログラ
ムをつくりました。

4月～ 6月

「赤い色や青い色があるね！」
　照明をテーマにした活動では、カラフルな照明の光の中
に入ってみんな大喜び！『線路はつづくよどこまでも』を
歌いながら、照明でつくった線路を走ったりして、たくさ
ん身体を動かしました。
　音響をテーマにした活動では、舞台上に仕込んだ５つの
スピーカーを使って立体的に音が動く様子を体感したり、
ボイスチェンジャーで声の変化を楽しんだりしました。
　まだ気を抜けない状況が続きますが、子どもたちの心を
豊かに育むことができるよう、私たちホールが出来ること
を、これからも模索し続けていきます。


