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都城市総合文化ホールに届け!!

機関誌「

」

創刊号によせて

期待の 声
グランドオープンが
待ち遠しい !!
みなさんから、さまざまな
コメントが寄せらました。

音

楽関係だけでなく、バレエ公演
を年１回でも開催して生の舞台

を多くの人に見て欲しいです。また、
文化ホールと神柱公園が一体化し人
の流れが多くなれば、周辺が 明るく
活気が出ると思います。今後は、市民
が使いやすく活用できるかが鍵では
ないでしょうか。
（若葉町

す

丸野孝子さん

バレエ教室主宰）

ごく設 備の 整ったホールが で
きるようで、とても楽しみです。

今までの市民会館では、演歌歌手の
公演が多く、私たちの世代が楽しめ
るコンサートなどがあまりありません
でした。そのため、わざわざ 遠 方に
コンサートを聴きに行っていました。
ホールが できることで、有名なアー
ティストやシンガーソングライターのコンサートや公演を見る
ことができればと思います。
（乙房町

川口涼子さん）

まずはじめに出たのが
「すご〜い」という声。ホールはとても
印象的でした。私が思ったことは、みんながとてもせっしやす
いこと、たてものが大きく、たくさんの人が入れるということ
です。ホールのいいところをたくさんの人に受けついでもらい
たいです。そして、都城のシンボルになるように有名になって
ほしいです。
（宮丸町

豊留紗也さん

明道小５年）

わたしはホールができるのは知っていたけれど、こんなにも
大きいのができるのを知ってビックリしました。わたしは、こ
のホールでしたいことが１つあります。それは足の不自由な人
やお年よりは、音楽がききたくても家でしかきけないので、ピ
アノの発表会を大きなホールできかせてあげたいです。
（宮丸町

山中美佳さん

明道小５年）

私は、いくつかのクラブイベントの企画運営などさせていた
だきましたが、都城だけにかかわらず、宮崎の若年層は本物
を観ていないような気がします。今まで宮崎で観ることので
きなかったコンサートや演劇、舞台等を観てみたいです。期待
しています。
（都城市
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YUUKI さん

会社員）

何かできるのかなとは思っていましたが、このようなホールが
できるとは知りませんでした。交流プラザで子どものピアノ
やダンスの発表会があるので、今後は、文化ホールを利用す
ることもあると思います。
（ひかりさん）

い

心

しています。今まで、なかなか見ることの
できなかったコンサートや舞台を、身近
に体感できると思うとワクワクします。
一の素晴らしいクオリティとコンテンツを提供できる、市民の
ための文化の中核となることを心から願っています。
川畑智子さん

会社員）

の豊かさを育むための文化的な活
動の発展が、これからの時代は重

入れやすく飽きない企画と、持続性・計
画性のある運営を望みます。
（都城市

水井和幸さん）

音楽教室講師）

多額の税金を投入してつくられるのだから、文化面で心豊か
に暮らせるよう市民に還元されるものでなくてはならないと
思います。ただ、駐車場が離れているため、障害者、子ども連
れや高齢者への配慮が望まれます。
（姫城町

岩松妙美さん

要だと思います。幅広い世代の人が、受け

都城市のシンボルにとどまらず、南九州

久松秋秀さん

無職）

パンフレットを見て、本当にすばらしい文化ホールですね。全
体から見た施設状況は、要領よくアレンジされていて、目的に
応じた参加ができると感じました。立派な施設が完成するの
ですから、できるだけ幅広く、クラシック・ポピュラーなど交
えた実演や有名な文化人の方々の講演・行事を開催してほし
い。必ず参加したい。期待しています。

総合文化ホールの完成が待たれます。地域の文化向上の中心
となる施設に期待します。多くの芸術関係のサークルが最大
限に利用することを考え、施設の紹介・宣伝をすることや、来
館者に対する気持ちよい応対が必要だと思います。ホールの
発展を心から願っています。
（大王町

とは、芸術文化面で格段の貢献が期待され、市の発展に一層結
びつくでしょう。芸術家や文化人の活躍、市民が楽しく活動で
きる 場 として、愛される文化施設の実現を望みます。
会社役員）

素晴らしいホールができて、大変期待しています。しかし、ど
んなに素晴らしいホールができても、公演内容がいいもので
なければ意味がないと思います。東京・大阪などでなければ
聴くことができないようなトップクラスのクラッシックコン
サートが開催されれば幸いです。南九州では見ることができ
なかった公演を期待してます。
（久保原町

無職）

す。私は、宮崎県立芸術劇場、みやまコンセールなどで行われ
ている音楽祭をこの都城で開催してほしい。ありふれたもの
や単なる箱と化した会館でなく、遠方からも期待され、多くの
人々が集う会館づくりを是非お願いします。
若松智志さん

会社員）

看護師）

都城市に総合文化ホールが竣工することは、文化向上と活性面
ですばらしい。また、創作練習棟を併設し市民参加型としたこ

小山勇さん

吉川一郎さん

総合文化ホールが 10 月に開館することを心待ちにしていま

（曽於市

原由紀子さん・田口クリニック職員一同

こ

このホールを通じて、多くの子どもたちが芸術を愛すること

（菖蒲原町

設備と夢のあふれるホールにとても期待

（宮崎市

多く触れることの大切さを痛感している人は多いはずです。

きたいものです。

ルができるんですね。すばらしい

（下川東

ことです。芸術的な感性や楽器演奏は、若いうちに少しでも

を学んで欲しいです。私たちの手で、愛すべき伝統を作ってい

よいよ心待ちにしていた文化ホー

（都城市

音楽の魅力にとりつかれた者にとって、至福の時ともいえる良
質のコンサートに触れる機会が増えることは本当にうれしい

Ｔ．Ｎさん

主婦）

の地方に生まれ育っていく上で

「市民の劇場」的なものは欠か

せないと思います。中学生時代から
音楽に関わっていた自分は、文化祭、

都

城市に待望の総合文化ホールが誕
生することを、とてもうれしく思い

ます。ホールは、演劇好きや音楽愛聴者
になくてはならないものだと思います。
いろいろな世代の人が、ホールであらゆ
る文化芸術に触れて、感銘・感動し、夢
や希望を与えてくれることを期待してい
ます。私もこのホールでぜひ演奏してみ
たいです。
（都城市出身・宮崎市在住

県

細山田晃さん

サクソフォン奏者）

下でも数少ない立派な文化の殿堂
が 誕生することは、文化活動面が

更に飛躍するし、しかも身近に見聞でき
るのだから大変すばらしい。多くの芸術・
文化人や、地域住民の参加型施設として
完成することも、地域振興に大きく貢献
するもので、意義のあることです。芸 術
文化の使者としての役割を発揮していくように期待します。
（下川東

田口利文さん

医師）

コンサートなど人生で思い出に残っ
ている場面には必ずホールの存在が
ありました。
「特別な日」を演出する
「特別な空間」として、これからの都
城のシンボルとして期待しています。
（財部町 松薗ヒサシさん チンドン屋楽士）

すばらしい設備のホールができたので、都城では見ることの
できなかったアーティストの公演を期待しています。利用者の
側から言えば、準備作業のしやすさに魅力を感じますが、リー
ズナブルな料金で気軽に利用できるようにしてほしいです。
（三股町

福永譲二さん

保育園経営）
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紹介 !!
施設の概要を

◆大ホール（きりしま）
・音楽を主目的としたホール
・座席数 1461 席（1 階 989 席、2 階 472 席）
うちバルコニー席 54 席（1 階 24 席、2 階 30 席）
オーケストラピットを備え、音響的に優れた
形状によって生の音・本物が体感できる大
ホール。座席幅は 52㎝、足元も広く、ゆった
りとしたスペースを確保しています。３階の
展望コーナーからは、天気が良ければ霧島

大ホール

連山の眺望が楽しめますよ。
また、１階席の一部に採用されている 座席

中ホール

空調システム は、快適な鑑賞環境をつくり
だします。通常とは一味違った空間 バルコ
ニー席 も魅力。

神柱公園

◆中ホール（あさぎり）
・演劇を主目的としたホール
・座席数 682 席（１階 447 席、2 階 235 席）
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落ち着いた色調の木質系内装をベースに、

◆レストラン

舞台と客席との一体感や臨場感に配慮した
構造の中ホール。大ホールと同様の座席で、

ちょっと一息つきたいときに
気軽に立ち寄れます。オープ

座り心地は抜群です。また、大ホールと遜色

ンカフェになっているので、目

ない舞台装置が用意され、演劇はもちろん、

の前の神柱公園の緑に包ま

コンサート、講演会、発表会、レセプション

れながら、リラックスした時

など多様な演出が可能です。

を過ごせるでしょう。

いよいよ今年10 月にグランドオープンを迎え
る都城市総合文化ホール。地上４階、地下２階
のホール棟をはじめ、新たな憩いの場として見
どころ満載です。また、最新の設備が充実し利
用する方にも興味がつきないＭＪを、ひとつひ
とつ詳しく探検していきましょう!

◆駐車場
施設に隣接した 177 台収容の第１駐車場。
都城駅前には第２駐車場
（159 台収容）、近
隣には臨時駐車場があるので、安心してご
来場いただけます。

◆オーロラビジョン
縦 3.5m×横 4m のビッグなスクリーンから、
さまざまな情報を発信します。道行く人々も
その迫力に思わず立ち止まることでしょう。

都城駅

◆創作練習棟
練習室３室、会議 室２室、和室、創 作 室、
ワークルーム、ＴＶ・ラジオスタジオ、録音
室で構成され、日常的に気軽に利用できる
施設。音楽、演劇、舞踏、茶道、華道などの

創作練習棟

練習・発表を行う場として、また、創作活動
や各種講座・ミーティングなどの場として、
幅広い用途に対応しています。
※創作練習棟は次号で詳しく紹介します 。

◆アートモール
ホールゾーンと創作練習ゾーンとの間に位置
し、駅前と神柱公園とを結ぶ開かれた交流
空間。人々の往来も多いので、展示イベント
やフリーマーケットなど幅広い利用方法が考
えられます。

◆ふれあい広場
アートモールから続く広場
は、 にぎわい の中心とな

また、隣 接する神 柱公 園は、
四季おりおりに変化をみせる

る人々の交流 拠点。ミニコ

広々とした憩いの空間で す。

ンサートやパフォーマンスと

ホールと神柱公園とを一体的

いった各種イベントを開放的

に利用すれば、さまざまなイベ

な気分で楽しめそうです。

ントが期待できますね。
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都城市総合
文化 ホールの

ちゅ〜もく

ポイント !!

各地に存在する文化ホール。公共の場所だからこそ、
使い勝手の良さや雰囲気など利用するみなさんには
とっても重要。われらがＭＪは、そこに注目 !! いつでも
快適に過ごせるように工夫されているのです。

トイレに長〜い行列ができて
困ったことありませんか？

空調が効いていなくて
舞台に集中できない

大ホールのバルコニー席って
やっぱり特別？

ＭＪには、ホール棟に女性 70
個、男性 53 個のトイレがあり、
他の施設より断然多いんです。
多目的トイレも４個、だれもが
利用しやすいように配慮されて
います。

ホール全体の空調効率を良く
するために、大ホールの一部に
は座席空調システムが採用さ
れています。座席の背板から冷
気・暖気が出てきて、鑑賞中は
いつも快適！

他の席と仕切られたバルコニー
席は、一般席と同じく、どなた
でも利用することができます。
たまには華やかなバルコニー席
に座って、いつもと違った雰囲
気を楽しんでみては？

管理運営

設計・工事
基本構想

平成
年度
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都城市総合文化ホールが
みんなの思いが
込められたMJの歩み
できるまで…
人々の前に姿を現した都城市総合文化ホール。市民アンケート、文化団体や
専門家へのヒアリングをはじめ、計画づくりなどでは、のべ 300 名以上の市
いよいよ始動、これからのＭＪをお楽しみに !!
■建設現場写真
●平成 16 年８月

●平成 17 年 1 月

●平成 17 年 4 月

●平成 17 年 7 月

実施設計

年度

建築工事

平成
年度

開館準備・プレイベント実施

周辺整備工事

年度

管理運営実施計画

平成
17

管理運営基本計画

平成

備品選定・製作・購入

16

基本設計

年度

15

基本計画

平成
14

民の参画を得ながら、みんなの思いが込められた施設として完成しました。

●平成 17 年 12 月

完成予想図
※年度…4 月〜 3 月のサイクル
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市民の市民による市民のための

チーム誕生!!
都城市総合文化ホールには、平日夜間や休日を利用して市民主体で運営している４つの チーム がありま
す。各チームとも、10 月のグランドオープンを目指して「都城の文化がもっともっと発展すれば…」
「まちに
賑わいを！」など、メンバーのあふれる想いの中で活動しています。

自主文化事業
市民運営委員会

ホールサポート
スタッフ

これらのチームがホールを支えること間違いなし！皆さん、今後の活動に注目してくださいね。

お客様への接客業務や出演者への茶菓サービスな

市民参画による施設運営の実現、文化振興のため

どを行うボランティア組織。養成講座で専門的な

の人材育成などを目的に設置。今年度は開館記念

知識・技術を習得し、プロの接客スタッフとして

イベントの企画検討を続け、多くのアイデアが生

活動します。ホール内外で研修を重ねて技術を磨

まれました。これらのアイデアを実現するため

き、オープン後には明るい笑顔ときめ細かなサー

に、今後はイベントごとに担当分けをして個々の

ビスを提供します。

準備に携わります。

DATA

・平成 17 年３月設置
・養成講座を受講した 59 名で構成
（１期生 21 名、２期生 38 名）
・自主事業での実践、フォローアップ研修、
ミーティングなど多方面に活動

DATA

・平成 17 年７月設置
・公募による 31 名で構成
・月１回開館記念イベントに関するグループ
ワークを実施

自主発行機関誌
編集委員会

市民ミュージカル

実行委員会

開館記念事業として 11 月公演の市民ミュージカル

この ｢ＭＪハーモニー｣ の編集制作を目的に活動し

「マリアとトラップ一家」
。制作から出演までのすべ

ています。私たちの使命は、MJ のさまざまな情報

てを市民の手で行うという、まさに一大プロジェク

をわかりやすく・楽しく伝えること。そして、ホー

トを成功させるべく、委員会を中心に出演者・ス

ルのイメージアップやファン獲得を目指して、多

タッフ一丸となって精一杯がんばっています。

くの方に「ＭＪハーモニー」をお届けします。

DATA

・平成 17 年７月設置
・音楽協会加盟団体メンバーを中心に 21 名で
構成
・月１回会議で練習計画および開催に関する
事項を協議

DATA

・平成 17 年７月設置
・公募による 10 名で構成
・月 1 回の企画会議での企画構成案作り、原稿
執筆、レイアウト作成など編集制作全般を行う

次号では、 オープンまで待ちきれない 開館記念イベント情報など盛りだくさんでお届けしますよ。お楽しみに！（Sun-Mare）
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I n f o r m a t i o n
創作練習棟は 4 月 24 日㈪から利用受付開始 !!
総合文化ホールでは、気軽に利用できる会議室や練習室など
の諸室を用意しています。これらの諸室が入った「創作練習
棟」は 7月24 日㈪から利用開始、いよいよ4 月24 日㈪から受
付開始です。みなさんのご利用をお待ちしています。

先

都城市文化振興財団インフォメーション

日、財団事務局に宮崎市出身
の女優、若宮優子さんが来訪

されました。若宮さんは、女優で脚本
家、時には歌手として舞台に立つ、マ
ルチな才能を持った素敵な女性。現
在、下北沢を拠点に舞台・ライブ・映

●申込受付期間

画・ドラマなど多方面で活動を続け

利用希望日の３か月前の同日から利用当日まで

ています。
「作品づくりやワークショッ

●受付時間と場所

プ、演技指導などいろいろな形でお役に立ちたいです。宮崎

平日（月〜金）の午前９時から午後５時まで

県出身の役者や地元劇団とも一緒に芝居を作りたいですね」

総合文化ホール１階受付カウンター

と語る若宮さん。ＭＪに頼もしい協力者が現れました。

※詳しくは財団事務局までお問い合わせください。

日本作曲家協会が 都城 にちなんだ詩を募集
あなたの詩が CD 化されます !!
「歌い継がれる新しい日本の歌」をつくろうと、日本作曲家協会

至都城 I.C・至宮崎↑

周辺
地図

269
10

では、一般から詩を募集します。グランプリ作品は、協会所属

●国立病院
都城駅

の作曲家が作曲し、都城市総合文化ホールで開催するイベント
で発表する予定です。また、CD 化されて全国発売されます。

●ダイエー

●応募資格はプロ・アマを問いません。

神柱
公園●

●テーマは自由。都城市の自然、風景、情景を謳った詩が

至三股→
●泉ヶ丘高校
総合運動公園

望まれます。
●タイトルに 都城 または都城の地域名や連想できる単
語を盛り込んで下さい。
●原稿の裏面に、住所、氏名、電話番号を明記してください。

都城市総合文化ホール

●都城市役所 都城警察署●

ガ
ス
●ト

があります。
●選考結果は、グランプリ受賞者本人に直接通知するとと

●ダイエー
第1駐車場

10

至三股→
神柱宮

必着

至鹿児島↓

総合文化ホールを中心に自
分たちの手で都城市の文
化・芸術を盛り上げていき
ましょう！
（ヘムぴょん）

「セリカ」のニックネームで
皆さんに喜んでもらえる機
関誌になるよう編集委員と
して精一杯がんばります。
（セリカ）

（Sun-Mare）

初の編集作業！紹介したい
こと山ほどで、うれしい悲
鳴の中での作業でした。こ
れからも楽しみながら作る
ぞ〜☆
（YUU）

8

至宮崎↑

269

第2駐車場

◎応募先／都城市文化振興財団
「歌い継がれる新しい日本の歌」係

種をまき、水をやり、光を
照らす。そして人と人、人
とまちがつながる機関誌に
していきたいですね。

都城駅

至宮崎↑

します。グランプリ作品の詩は、修正や補作をする場合

切／平成 18 年 5 月 20 日㈯

至日南↓

至鹿児島↓

●日本作曲家協会選考委員会が、グランプリ 1 作品を選考

◎締

至三股→

西都城駅

せん。

ページ上で発表します。

●妻ヶ丘中学校

●都城大丸

●未発表の 1 作品のみ応募できます。応募原稿は返却しま

もに、日本作曲家協会、都城市総合文化ホールのホーム

至宮崎↑

沖水橋

創刊号の発行に携われたこ
とが、私なりに多くを学び、
本当に嬉しく思ってます。
（TOM）

全て白紙の状態から新しい
機関誌を作るという貴重な
経験ができました。読みや
すい誌面作りを心がけます。
（ノリノリ）

神柱公園

今年 10 月 22 日、総合文化
ホール完成！すばらしい活
動 きて･みて･たのしん
で 期待してください。

都城市総合文化ホール

都城市総合文化ホール

（加藤）

ホール誕生に一委員として
携われて幸福です。みなさ
んが心待ちにする機関誌に
していきたいです。
（ペコちゃん）

全くの初心者ながら、都城
の文化の中心、ホールの機
関誌発行に参加できて光栄
でした。
（ROSE）

待ちに待った総合文化ホー
ル。編集委員の一員として
関われる喜びにワクワクし
ながら開館を指折り数えて
います。
（KOHJI.M）
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