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Event Guide

【事業告知・公演案内】

10 月 14 日
（土）より、ＭＪのコンセプト「創造とコミュニケーションの場として、すべての人に開かれた多機能総合
文化施設」を実現するため、ジャンルを問わず、様々な人が気軽に足を運べるイベントを 2 週間にわたって開催し
ます。たくさんのイベントで目移りしそうですが、みんなでグランドオープンをお祝いするこの機会、楽しまなけ
れば絶対ソンですよ！
イベント名

日時

場所

紙ひこうき大会

10月14日（土）
10:00〜12:00

会議室１・
大ホール

紙ひこうきを飛ばしてホールの大きさを体感

落書きアート

10月14日（土）
10:00〜15:00

創作室

花や木や人や動物を大きな紙に描こう

ウォークラリー

10月14日（土）
10:00〜13:00

ホール周辺

ホール周辺を探検、新しい発見が期待できそう

うめもんまつり
〜郷土料理編〜

10月14日（土）
11:00〜15:00

ワークルーム・
アートモール

郷土料理のパネル展示、試食、レシピ紹介

体験
フェイスペインティング

10月15日（日）
10:00〜15:00

創作室

あなたが描いたり、描いてもらったり。腕でもOK

国際交流コーナー

10月15日（日）
10:00〜15:00

ふれあい広場

モンゴルの住居「ゲル」体験のほか、料理も試食できます

フリーマーケット

10月15日（日）
10:00〜15:00

ふれあい広場・
アートモールほか

掘り出しものが見つかるかも！

ＪＡＺＺナイト

10月19日（木）
20日（金）
19:00〜

レストラン・
ふれあい広場
ほか

一味違った夜のＭＪでＪＡＺＺを楽しもう
出演/佐山雅弘&M's（マサちゃんズ）スーパージャズトリオ ほか

人前結婚式

10月21日（土）
13:00〜

ふれあい広場・
アートモールほか

この記念すべき瞬間を一緒に祝福しませんか

舞台フェスティバル

10月21日（土）
10:00〜16:00

ふれあい広場・
アートモール

九州内外で活躍する大道芸人たちの
パフォーマンスを楽しもう。なつかし遊び体験もできます

みやこんじょ名物まつり

10月21日（土）
22日（日）
10:00〜16:00

ふれあい広場・
アートモール

都城の特産物販売。屋台もあるよ！

お茶会

10月21日（土）
22日（日）
10:00〜15:00

和室

のんびりとお茶を一服いかがでしょうか

ミニ舞台フェスティバル

10月22日（日）
13:00〜16:00

アートモール
ほか

地元の大道芸人たちが技を披露します

都城芸術文化協会発表会

10月28日（土）
29日（日） 大ホール

ビューティレッスン

10月28日（土）
創作練習棟
29日（日）
諸室ほか
13:00〜17:00

ＭＪでステキにヘ・ン・シ・ン、身も心もきれいになりましょう
料金/500円

Ｍｉｙａｋｏｎ

10月29日（日）
14:00〜

ステージパフォーマンスとストリートライブを開催

［邦楽・舞踊］

Ｊａｍ

※時間はお問い
合わせください

中ホール・
アートモール

上記以外にもたくさんのイベントが予定されています。
料金・参加方法やチケット購入方法などの詳細は
財団事務局
（☎ 0986‑23‑7140）
まで
お問い合わせください。
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ポイント

2日間にわたって邦楽・舞踏が繰り広げられます
入場料/28日 1,000円、29日 2,000円
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11/3
クロアチア国立民族合唱舞踊団 ラド 来日公演
㈷
クロアチア共和国政府派遣公演

場所/大ホール「きりしま」 開場/18:30 開演/19:00 全席指定/6,500円
東ヨーロッパのバルカン半島北西部アドリア海に面

したクロアチア共和国に、舞踊・音楽などを誇りとする
国立の合唱舞踊団 ラド が活躍しています。ラドの特
色は、
「衣装の移動博物館」と評される独自の絢爛な民
族衣装を次から次へとまとい、華麗で優美な舞踊や歌
が披露され、同時に素晴らしいミュージシャンの合奏な
どが見聞できる点です。
秀逸な舞踊と高度な音楽とが合体したテクニックは、
見ているだけでワクワクするような興奮を覚えます。さ
らに、舞台上に満ち溢れた出演者たちを美しく感じるだ
けでなく、クロアチア共和国の素晴らしい文化と至高
の芸術に接したことに、深い感銘を覚えることになるで
しょう。一度見なければ、この感動を得ることはできな
いのです。この機会にぜひご覧ください。

ミュージック
10/24
ワンダーランド in ＭＪ
場所/大ホール「きりしま」
開場/18:30 開演/19:00 全席指定4,500円

Ｊ−ＰＯＰ界で活躍中のゲストを招いて行われるＭ

スタニスラフ・ブーニン

ピアノ・リサイタル

場所/大ホール「きりしま」 開場/13:30 開演/14:00
S席6,000円 A席5,000円 B席4,000円
1985 年に第 11 回ショパンコンクールで優勝。昨年

Ｊのためのスペシャルコンサート。
「Ｊｕｐｉｔｅｒ」で

は全国各地で「オール・ショパン・ピアノリサイタル」

デビューした平原綾香をはじめ、アーティストへの楽

を開催するなど、世界各国で演奏し続けているピアニ

曲提供も行っている佐藤竹善、美しいハーモニーが

スト、ブーニンがＭＪに登場。彼がＭＪのために選ん

定評のサーカスが出演し、歌を通して様々な世界が繰

だピアノ スタインウェイ のお披露目をします。

り広げられます。どうぞお楽しみに！

初来日から 20 年、ますます磨きのかかった演奏が
期待されます。

平原綾香
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11/4

佐藤竹善

サーカス

演劇トークショー

10/26

心はいつもここ都城にある〜おいたっが役者人生
場所/中ホール「あさぎり」 開場/18:30 開演/19:00 全席自由500円
ドラマ
「電車男」
「スローダンス」
などに出演、最近では、大田クルーとのコラボ
「大
田クルーと温水洋一」としてＣＤ「マハラジャスーパースター」を発売した温水洋一
さんと、
「渡る世間は鬼ばかり７」や「里見八犬伝」などに出演した、若松俊秀さん、
「ウルトラマンネクサス」で姫矢准役を好演し、最近では映画
「ヅラ刑事」に出演し
た若手俳優・桐嶋優介さんら、都城が誇る俳優たちが、ふるさとへの想いなど本音
で語るトークショー。中ホール「あさぎり」のこけら落としとして行われます。

温水洋一

若松俊秀

〜都城ゆかりの演奏家による〜

10/27

ピアノと歌のＭＪ音楽会
場所/中ホール「あさぎり」 開場/18:30 開演/19:00 全席自由1,000円
柳橋里美

柳橋里美さん（ソプラノ）
・東由子さん（ソプラノ）
・三原
剛さん（バリトン）
・原佳大さん（ピアニスト）といった都城
にゆかりのある４名のコンサート。ピアノ選定者ご自身によ
る初披露のピアノ演奏、ソプラノとバリトンによる歌曲やオ
ペラアリアの響きが中ホールを満たします。真新しいホール
での本物の響きをお楽しみください。

原

佳大

三原

剛

東

由子

俺たちの青春を再び！これが都城のフォークだ！ 10/28
場所/中ホール「あさぎり」 開場/18:30 開演/19:00 全席自由1,000円
元さだまさしコンサートギタリストで、
「北の国から」のギター奏者でも
ある都城市出身の坂元昭二さんが、永井龍雲さん・三浦和人さんら仲間
を引き連れてＭＪに登場、熱き歌と心を癒すギターの響きをお届けしま
す。フォークで育った青春時代、都城に縁のあるミュージシャンが一同
に集い、
「これぞ都城のフォーク」を熱唱します。この他、財部町出身の
小田純平さんほか、都城で活躍中のフォークシンガーも出演します。

坂元昭二

南のうたとおどり
場所/大ホール「きりしま」 開場/13:30 開演/14:00 全席自由1,000円

三浦和人

永井龍雲

12/17

都城北諸地域の民俗芸能団体と県内の民俗芸能団体が一同に介して、
伝統に培われた歌と踊りが披露されます。地域の皆さんのたゆまぬ努力
と郷土愛を感じる素晴らしいひとときをご堪能ください。
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musical

ミュージカル

11月19日にＭＪでは、運営から出演まで市民の手による市民ミュージ
カル
「マリアとトラップ一家」が上演されます。
「ミュージカル」には様々
な演目がありますが、ミュージカルとはどのようなものを指すのか、ど
のような歴史があるのか、ミュージカルについて調べてみました。

ミュージカルとは？

ミュージカルの歴史

音楽中辞典によると、ミュージカル（musical：英語）とは

19 世紀にオペラを庶民向けにしたオペレッタという分野

アメリカで発展完成された音楽劇の略称とされています。通

が、ジャック・オッフェンバックという作曲家（「天国と地

常の演劇（ストリートプレイ）に音楽が取り入れられた音楽

獄」が有名）により確立されます。ミュージカルは、そのオペ

劇とミュージカルの違う点は、ミュージカルでは歌もセリフ

レッタやバラッド・オペラ（18 世紀イギリスの大衆的な音楽

の一部で、歌やダンスが行われている間も、歌い手や踊り手

劇）を源とし発展したもので、その後アメリカに渡り、ニュー

を含んだ登場人物によって会話や物語が進行している点です。

オーリンズで行われていたショーとなり誕生したと言われて

芝居・歌・ダンスがそれぞれ独立したものではなく、一体と

います。

なって劇的効果を高めていることがミュージカルの理想的な
形なのです。

ミュージカルの種類
●ブックミュージカル

アメリカでの最初のミュージカル作品は、1866 年に上演さ
れた「黒装束の怪盗」とされ、現代的なミュージカルの最初
の作品は 1927 年の「ショウボート」です。その後アメリカ人
の感覚が大きく注ぎこまれ、20 世紀に目覚しく発展しました。
ミュージカルは元々アメリカで作られた物なので、ブロー

全編を通じて一貫したストーリーが進行するミュージカル

ドウエイがミュージカルの中心地でしたが、1980 年代になる

例）オペラ座の怪人・ライオンキングなど

と、
「ＣＡＴＳ」
「オペラ座の怪人」
「レ・ミゼラブル」といっ

●ブックレスミュージカル

たイギリス生まれのミュージカル作品が世界を席巻しました。

コンセプトミュージカルと呼ばれ、特に一貫したストーリーが

現在は、ニューヨークのブロードウエイとロンドンのウエ

ないミュージカル

ストエンドがミュージカルの本場ですが、ウイーンでも「エ

例）ＣＡＴＳ・コーラスラインなど

リザベート」
「モーツァルト」など作品が誕生し、日本でも多

ミュージカルとオペラの違いって？
オペラもミュージカルも舞台の上で音楽を取り入れて行わ
れる音楽劇ですが、どのように違うのでしょうか。その見分

くの作品が生まれています。また、1994 年には、映画大手の
ディズニープロが「美女と野獣」でブロードウエイに進出し、
「ライオンキング」
「アイーダ」などの芸術性の高い作品を生
み出しています。

け方を調べました。
①オペラでは、アリアに見られるような独特の発声（ベルカン
ト唱法）が行われますが、ミュージカルでは好まれず、基本
的にポピュラーソングと同じ発声法が使われています。
②オペラが基本的にクラシックの一分野であるのに対し、
ミュージカルではポップスからロック、民族音楽まで幅広
い音楽が自由に使われます。
③オペラでは個々の音楽、特に歌が劇のストーリーより優先
されがちですが、ミュージカルでは、音楽そのものが、劇
とそれを演じる役者、その音楽が使用される情景に強く結
びついて一体となっています。
④ミュージカルではダンスが大きな要素で、全ての役者が踊
るのが基本です。一方、オペラでは踊りはあまり重視され
ず、しばしば用いられないこともあります。セリフがある
ような役者は皆歌手で、踊りは専門のバレエダンサーにま
かされている場合が大半です。

ミ

報
ミ 情
ニ
ニ

映画で見る、ミュージカルの名作。

舞台で上演される作品以外にも数多くのミュージカル映画が作られ
ています。その中から代表的な作品やおすすめの作品を紹介します。
●サウンド・オブ・ミュージック
ＭＪで上映される
「マリアとトラップ一家」はこの映画のお話です。
“エーデルワイス” や “ドレミの歌 ” など名曲を世に送り出しました。
●ウエストサイドストーリー
現代版ロミオとジュリエット。“トゥナイト”という名曲はとても有名
になりました。
●オペラ座の怪人
オペラ座の地下に潜む謎の怪人の切ない恋の物語。2004 年に公
開された作品はとてもおすすめ。ミュージカル大好きな筆者です
が、このミュージカルは舞台で見るよりも、映画でみることをおすす
めします。
さらに、リチャード・ギアやレネー・ゼルウィガーなどが出演した
「シ
カゴ」
やマドンナが主役を演じた
「エビータ」
などもあります。お好きな
作品を探してみてください。
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「MJ 友の会」
の楽しみ方
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音楽もミュージカルもとにかくたくさん楽しみたいっつ！と
いう方にお勧めなのが「友の会」。入会すると嬉しい特典満載
です☆ そこで…今回はそのお得な情報を紹介します。
「MJ 友の会」で２倍・３倍得しちゃおう !!

◎会員特典
○チケット料金割引 ……

指定公演のチケットを会員料金で購入できます。
（3,000 円以上のチケットに限り 500 円割引）

○会員限定プレゼント …

会員に限り抽選で地場産品など素敵なプレゼントを差し上げます。

○会員優先入場 …………

指定公演の際に自由席の会員優先入場ができます。

○チケット先行予約 ……

指定公演のチケットを一般発売前に予約できます。
（１名様２枚まで）

○ポイント還元 …………

会員証にポイントを貯めてチケット購入時などにご利用できます。
（100 円で１ポイント、１ポイント１円で還元）

○機関誌・DM の送付 …

年４回発行の機関誌「MJ ハーモニー」や公演情報の DM を送付します。

○会員証を提示するとホール提携店で割引などのサービスが受けられます。

◎友の会提携店の優待サービス（8 月 31 日現在）
友の会提携店

❶
❷
❷
❸
❹

電話 / 住所

サービス内容

ブルーリボン

25‑0699（北原町 34‑2）

商品 ALL５％割引

スーパー温泉元気湯

22‑1526（栄町 20‑1）

入浴料 500 円→ 430 円

焼肉カルビ亭

22‑1729（栄町 20‑1）

デザート一品サービス

美容室くれよん本店

25‑3331（小松原町 3‑6）

MJコース
「毛髪強化コース」サービス

北原風月堂

25‑1007（北原町 34‑28）

ご来店のお客様に創作菓子
「文化の森」１個サービス

22‑2111（北原町 35‑10）

＊宿泊のお客様に、ウエルカムドリンク券、スーパー銭湯元気湯入浴券サービス
＊居酒屋
「ゆめぜん」ご利用代金 10％割引

くすり一心堂

22‑1268（北原町 34‑18）

お買い上げ金額の10％分のお買い物券をプレゼント

瀬戸山時計店

22‑1912（栄町 18‑16）

商品購入時にメガネレンズクリーナーをサービス

松石酒店

22‑0989（栄町 17‑9）

商品購入時に 500ml ペットボトルお茶サービス

悠食酒房 縁〜 enishi 〜

22‑7712（北原町 35‑17）

飲食代 10％割引
（ランチタイムを除く）

サンホテル都城

27‑1000（栄町 18‑5）

宿泊料一泊につき200 円割引

東洋カーランド中央店

22‑2829（小松原町 1‑6）

超撥水コート洗車室内清掃セット1,500 円→ 1,000 円
（税抜）

鍵一番

26‑0100（栄町 19‑10）

一般用スペアキー 700 円→ 600 円
（特殊キー除く）

22‑5565（北原町 34‑1）

ご購入価格５％割引
（割引商品除く）
、お買い上げ品の着付無料

⓮ 金正堂

23‑4466（北原町 1139）

＊KIRIYO ブランド化粧品お買い上げのお客様にマイカードポイント5 倍
＊全商品お買い上げに対してマイカードポイント2 倍

⓯ レストランほたる

22‑5050（総合文化ホール地下一階） お食事代５％割引

❺ ホテルウイング

インターナショナル都城

❻
❼
❽
❾
❿
⓫
⓬
⓭

都城駅前店

京呉服の益田

地図上以外の提携店
● 大峰靴店

22‑0757（上町 6‑7）

靴と足の悩み無料相談など

● くれよんブラン中町店

26‑5161( 中町 12‑24‑2)

MJコース
「毛髪強化コース」サービス

● リードトラベル

24‑2130( 中町 16 15)

パック旅行商品３％割引

● ワールドトラベル

25‑6666( 中町 13 7)

パック旅行商品３％割引

● 南九州トラベルセンター

23‑4600( 牟田町 7 7)

海外、国内パックツアー全て３％割引

● 都城トラベルサービス

25‑5939（上町 5‑9）

海外、国内パックツアー３％割引

● 日邦トラベルサービス本社

25‑5569（下川東 3‑19‑5）

海外、国内パックツアー３％割引

● 日邦トラベルサービスジャスコ店

46‑2226（早鈴町 1990）

海外、国内パックツアー３％割引

◎申し込み方法・利用規約
【年会費】
（税込）

【申し込み方法】

・ 個人会員 3,000 円
・ グループ会員（４名様以上のグループ）
３名様まで 3,000 円、４名様以降 2,500 円

【有効期間】
ご入会日から１年間（入会月の末日まで）
■ お申し込み・お問い合わせ
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＊入会申込書に必要事項を記入の上、会費を添えて直接ホールへご持参くださるか、郵送もしくは
FAX でお送り下さい。郵送または FAX でお申し込みの方には後日振込み用紙を送付しますので、
お近くのコンビニエンスストア等で会費をお振込み下さい。
＊グループ会員を希望される方は、事前に財団法人事務局へお問い合わせ下さい。なお振込手数料
はご本人の負担となりますのでご了承下さい。

財団法人 都城市文化振興財団

〒885 0024 宮崎県都城市北原町1106番地100
TEL 0986 23 7140 FAX 0986 23 7143

C

L

O

S

クローズアップ !

E

U

レストラン

神柱公園の緑の木々がパノラマのごとく広がり、とても開放感の満ち溢れた
気持ちの良い空間で食事・お茶を楽しむ場所が、ホール地下１階の「レストラ
ンほたる」です。秋は紅葉、春には桜と季節ごとに違った雰囲気の中で、お客様
を素敵なお料理がお迎えしてくれます。
オーナーは “ 新しい和食 ” に意欲的に取り組まれて、季節ならではの地場産
の食材を皆さんに楽しんでもらいたいと、常に自己研鑽を重ねていらっしゃい
ます。友の会会員特典もありますので、ランチやディナーをゆっくり楽しまれ
てはいかがでしょうか？

ランチメニューは、週代わりランチプレート（750 円）
のほか、野菜ランチ「涼夏」
（1,200 円）、10 食限定「ほた
る和膳」
（1,500 円）があります。また、ディナータイムに
は、アラカルトメニューのほか各種定食や丼物などをご
用意。本格的なステーキコースもあるので、用途に合わ
せていろいろなメニューを楽しめますね！

■営業時間
■電話番号
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ランチタイム／11:00〜14:30
ディナータイム／17:30〜22:00
0986‑22‑5050

P

!

ほたる

文化でつなぐ都城「げんき」団体

都

都

城

市

民

劇

城の地に演 劇を…の思いか

本番さながらの役になりきっての練習

ら、年齢・職業など様々な方

風景に圧倒され、頭の下がる思いがし

たちが所属する演劇集団「都城市民

ました。見えないところで日々努力を

劇団」
。都城市民劇団は、平成２年７

重ねて１つの作品を作り上げていく喜

月に「ウエルネス市民委員会」の中か

びこそが、皆さんの活力源になってい

ら発足、地元の歴史・民話、作品など

るのではないでしょうか。末永く市民

をひろいだし、演劇活動を通じて市民

を楽しませる作品を期待しています。

と一緒に考えたり楽しんだりすること

（取材・文 TOM）

団

Genki

さん

平成 2 年 7 月 発足
3 年 3 月 旗揚げ公演
「夕鶴・炎の念仏」
7 年 3 月 第5回公演
「山は動かず」
12年 3 月 第10回公演
「酔くれやんぼし」
17年 3 月 第15回公演
「めろどんの子守唄」
18年 3 月 第16回公演
「500年後のもも太郎さん」

を目的としています。年１回定期公演
のほか、夏期ファミリー劇場公演、施

劇団員随時募集中!

設慰問公演、学校公演など幅広く活

一緒に楽しみませんか？

動中です。
劇団は毎週火曜・木曜に練習を行っ

TEL(0986)37‑1689

〒885‑0111 都城市菓子野町10143‑3
都城市民劇団代表 長沼秀治

ており、今回その現場におじゃましま
したが、仕事や家事の疲れもみせず、

文化でつなぐ都城「イキイキ」びと 石

津

井

秀

弦

軽三味線は全国的にも有名で

平成８・９年と２年連続して優勝し、

すから、皆さんもご存知です

最高位である
「仁太坊賞」を受賞され

よね。でも、その奏者となると、あま

ました。石井さんによると、16 歳の時

り知らない方が多いのではないでしょ

に宮崎で津軽三味線の演奏を見て・

うか？都城には、津軽三味線全日本

聞いて、すぐに虜となって、修行に修

大会で２度も優勝された方がいるん

行を重ねて全国大会に挑戦すること７

です。その方は石井秀弦さんです。今

年目にして優勝の栄冠を勝ち取ること

回その石井さんをご紹介します。

ができたということです。

石井さんは 16 歳から津軽三味線

最後に、津軽三味線の持つ古典的

を習い始め、内弟子の修行を重ねな

な精神を崩すことなく守り続けなが

がら津軽三味線の指導と舞台活動を

ら、今後は洋楽とのセッションにも積

行い、平成４年には津軽三味線石井

極的にチャレンジしていきたいと、力

流を創立、石井流家元となりました。

強く抱負を語ってくださいました。

津軽三味線発祥の地、青森県で毎年
行われる津軽三味線全日本大会で、

Ikiiki

さん

（取材・文 セリカ）

平成 9 年
10 年

ハワイ公演
新しい演奏スタイル
津軽三味線グループ
「ＤＡＤＡＮ
（打弾）
」結成
津軽三味線全日本大会
団体の部優勝
13 年 ＪＡＰＡＮ2001イギリス公演
開幕式公式参加
16 年 ニューヨーク公演
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I n f o r m a t i o n

都城市文化振興財団インフォメーション

◎10月22日㈰は「グランドオープン記念式典」
都城市総合文化ホールの開館を記念して、10 月22 日に
グランドオープン記念式典が開催されます。記念式典で
は、総合文化ホールの舞台機構のできる限りの機能を活
用し、今までのありがちだった形式的な式典にとらわれな
い、新しい時代・未来への飛躍と発展を連想させる式典
が催されます。
都城市
（合併前の都城市・高崎町・山田町・高城町・山
之口町）が誇る伝統文化を継承し、大人たちの世代から
未来へ羽ばたく子どもたちの世代に、夢や希望が受け継
がれていくシーンを随所に織り込んだ演出とともに、能管
名手・藤舎名生さんの演奏、服部克久館長のピアノ演奏
などもあり、
『驚きと感動』が満載です。

お客様へ

都城駅

至宮崎↑

駐車場についてのお願い

ガ
ス
●ト

ＭＪは市街地の中にあり、
第１

至宮崎↑

269

第2駐車場

( 臨時 )

●ダイエー 駐車場
第1駐車場

駐車場約 180 台、第２駐車場

10

約 150 台と十分な駐車場のご

至三股→

用意は難しく、お客様には大

神柱宮

変ご迷惑をおかけいたします。
お早めのご来場や公共交通

至鹿児島↓

機 関のご 利 用、お車の 乗 合

神柱公園

都城市総合文化ホール

都城市総合文化ホール

わせなど御理解と御協力をお

営業時間：施設利用：午前９時〜午後10時
施設予約およびチケット販売：午前９時〜午後６時
休館日：毎週水曜日

願いいたします。

都城市総合文化ホール
長い年月を経て、いろいろな
人が関わって完成したＭＪが
ついに誕生！みなさんと一緒
に育てていきたいな。

（ペコちゃん）

子育てをしながら記事を書い
ています。子どもと一緒に親
も日々成長、編集スタッフと
しても日々成長！
（ノリノリ）
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読者の皆さんのお役にたち、心
に残る誌面が出来ているでしょ
うか？どんな事を載せてほしい
かとかアイデアがありましたら
お願いします。沢山の感想をお
待ちしています。
（セリカ）

目白押しのオープニングイベ
ントに、筆を取る手もわくわ
くドキドキ！是非ホールの良
さを体感してくださいね☆
（YUU）

ＢＥＳＴな秋をＢＥＳＴなＭ
ＪでＢＥＳＴな気分に！都城
で夢が実現できてしあわせで
す。
（ROSE）

グランドオープンも間もなく
です。次々と素晴らしい貴重
な公演が行われますから大い
に期待してください。
（加藤）

ホールオープンも秒読み。3
号の発行にも少しずつ慣れ
て、作り上げる喜びを感じる
ことができて幸せです！
（TOM）

機関誌を片手に、いよいよ訪
れる特別な秋をみなさんに楽
しんでもらいたいです。
（ヘムぴょん）

自主発行機関誌「MJハーモニー」
第3号（2006年秋号）
平成18年9月30日
発行／財団法人 都城市文化振興財団
885‑0024
宮崎県都城市北原町1106番地100
TEL:0986‑23‑7140 FAX:0986‑23‑7143
hall@city.miyakonojo.miyazaki.jp
http://www.0986.jp/mbunka/
企画編集：自主発行機関誌編集委員会
岩崎瑞代／大石とみ子／加藤正保
杉村亜矢子／立石岑次／津曲愛
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