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東京都交響楽団の魅力

　　界の主要都市には多くの名門オーケストラがあり
ます。世界のオザワを産み出したボストンフィルはも
ちろん、ニューヨークフィル、パリ管、ウィーンフィ
ル、ベルリンフィル・・・そして、それらのオーケス
トラは世界的に活躍しています。
　東京都交響楽団（都響）もその1つ。アジア各国は
もとより、ヨーロッパ、アメリカなど世界各国でも演
奏は行っていますが、基本姿勢は東京そして日本での
演奏に重点を置いています。特に、近年では首都・東
京のオーケストラとして国内各地で精力的に演奏活動
を行っています。
　国内にもプロオーケストラはたくさんあり、そのほ
とんどが東京に集中しています。オーケストラにはそ
れぞれ魅力がありますが、この都響にはどんな魅力が
あるのでしょうか。

　　ずは、圧倒的な重厚感。特にブラスセクションの
音圧と技術は世界レベルといっても過言ではありませ
ん。その証拠に、都響の指揮をした数々の名指揮者が
絶賛しており、当ホールの服部克久館長も自身のレ
コーディング等で都響のブラスセクションの演奏者を
多く起用しているのです。

　　に、音楽に対する柔軟性も魅力の1つと言えます。
クラシックはもちろん、ジャズやポップスにいたるま
で幅広い演奏をこなし、テレビドラマでの使用楽曲の
レコーディングやゲーム音楽、競馬のファンファーレ
などクラシック以外での幅広い演奏も行っています。
　そして何よりも、世界的に認められた演奏力。これ
まで数多くの世界的指揮者が都響のコンダクター（指
揮者）を務めており、2008年4月からは、ヨーロッ
パ屈指の指揮者で、フランスの芸術勲章受勲、イタリ
ア国立放送交響楽団名誉指揮者、コンダクター・オ
ブ・ザ・イヤーにも輝いたことのあるエリアフ･イン
バルがプリンシパル・コンダクター（主席指揮者）に
就任したのも、その演奏力が認められてのことと言え
ます。

～都城公演に寄せて～

　　れから、オケのアットホームさも魅力。演奏者た
ちは皆、気さくで、楽屋裏は和気あいあいとした和や
かなムードが漂っています。そんな雰囲気だからこそ、
絶妙なアンサンブルを生み出せるのでしょう。
　また、都響は、ステージ演奏だけではなく、学校公
演やアウトリーチ、ワークショップも積極的に行い、
人々との音楽的触れ合いを大切にしています。
　そんな魅力満載の都響が、昨年に引き続き都城
にやってきます。今年は、「オーケストラパーク
2008」と題し、ホール公演だけでなく、オーケス
トラをもっと身近に感じてもらえるイベントを開催し
ます。アウトリーチ活動なども開催予定ですので、お
見逃しなく！！

オーケストラパーク2008

東京都交響楽団
　　　  都城公演
　　「世界音楽の旅Ⅱ」

＜演奏曲目（予定）＞
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指揮：藤岡 幸夫

都城市総合文化ホール
大ホール

　開場 13：30
　開演 14：00
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【入場料】

全席指定4,500円
（学生3,000円）

＊MJ友の会会員500円割引
＊未就学児童入場不可
＊学生券は小学～大学・専門
　学校生対象。学生券でのご
　入場時には学生証の提示を
　お願いします。

大萩 康司（Guitar)須川 展也（Sax)
C wataru sato

　● この他の催し物 ●
10/31（金）

吹奏楽クリニック
ロビーコンサート（弦楽）

11/2（日）
音楽動物園〔MJ創作練習棟ほか〕

11/4（火）～ 6（木）
アウトリーチ

・市内小中学校訪問
　   （東京メトロポリタンブラスクインテット）
・市内福祉施設訪問（弦楽四重奏）

＊詳細はお問い合わせ下さい。

創作練習棟を動物園に見立てて、各部屋で管楽器や木
管楽器など様々な形態の音楽を聴いたり、楽器に触れ
てもらったりする体験型ツアー。

グリーグ「ペール・ギュント」第1組曲
ムソグルスキー「禿山の一夜」
ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」
カッチーニ「アヴェ・マリア」

ピアソラ/「オブリヴィオン」
ピアソラ/「リベルタンゴ」
ラヴェル「ボレロ」
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　都城音楽協会が毎年秋に開催している「盆地の音楽家シ
リーズ」を、今年は同協会との共催でお贈りします。
　世界中で、都城出身の音楽家たちが活躍していることをご
存知でしょうか。九州の小さな街からも世界に羽ばたく逸材
が育っています。これから世界を目指そうとしている音楽家の
卵たちや市民の皆さんに、ぜひ聴いていただきたい公演です。

　2006年に公開され、日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ
数々の賞を受賞した話題作『フラガール』。その熱は冷めることな
く今夏は舞台『フラガール』として上演されました。その両方で使
用されたメインテーマ“Hula Girl”を作曲・演奏しているのが彼。
映画版では、サウンドトラック全般を担当し、日本の音楽界に確
かな軌跡を残しました。
　“音楽は最良の薬”というコンセプトのもとに慣行される今回の
ツアーは、さらにパワーアップしたジェイクワールドが期待でき
ますよ！

ウクレレ１本で世界を驚嘆させ続ける唯一無二の音楽革命児。

・場　　　所／中ホール「あさぎり」	 ・開場／17：00	 	 ・開演／17：30
・入　場　料／全席指定　6,500円（MJ友の会会員1会員につき1枚のみ500円割引）
・チケット発売／好評発売中
・プレイガイド／都城市総合文化ホールチケットカウンター、GAKUON、ローソンチケット、チケットぴあ

・場　　　所／中ホール「あさぎり」	 ・開場／13：30	 	 ・開演／14：00
・入　場　料／自由席1,000円
・チケット発売／9月中旬発売
・プレイガイド／都城音楽協会事務局、都城市総合文化ホールチケットカウンター
・問い合わせ／都城音楽協会事務局　黒田	090-3664-1685

盆地の音楽家シリーズ８

◀今回の「盆地の音楽家」は、ドイツ
　国立歌劇場専属歌手を経て、現在、
　ドイツをはじめヨーロッパで活躍
　中のソプラノ歌手・松元美裕子さ
　ん（ドイツ在住）です。

AMERICAN EXPRESS　presents  JAKE SHIMABUKURO
“Music Is Good Medicine” JAPAN TOUR 2008

10/19
日

10/26
日

劇団スイセイ・ミュージカル
ブロードウェイ・ミュージカル「サウンド オブ ミュージック」 11/26

水・場　　　所／大ホール「きりしま」	 ・開場／17：00	 	 ・開演／17：30
・入　場　料／全席指定　S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円
・チケット発売／MJ友の会先行発売　９月14日（日）　　一般発売　９月21日（日）
・プレイガイド／都城市総合文化ホールチケットカウンター

　ロジャース＆ハマースタインの名コンビによって誕生し、映画でも有名なミュージカルの名作「サウンド オブ 
ミュージック」が、オリジナルミュージカルから海外作品まで幅広く手掛け全国で活躍中のスイセイ・ミュージ
カルにより上演されます。

【キャスト】 　マリア：中村香織　　トラップ大佐：辰巳琢郎　　エルザ：辺見マリ　　修道院長：ペギー葉山　他

→P6.「イキイキ」びとをご覧下さい。



施設紹介 　ホールはとにかく広くて、チケット購入時の座席選びから公演当日のトイレ休憩のことまで
悩むことが多い ･･･ という方も少なくないのでは？
　今回は、チケットを賢く手に入れて、公演当日に余裕を持って行動できるよう、ホールの賢
い使い方をご紹介します。
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２F バルコニー席より１F ボックス席より
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１. チケット購入～座席選びのポイント～
　チケットを購入する時、一
番悩むのはどこの席にしよ
うか？ということではない
でしょうか？座席選びのポ
イントをご紹介しましょう。

・車椅子席
　車椅子の方や足が不自由で歩くのがつらいという方は、
エレベーターの近くがおすすめです。Ｂ扉から入ってすぐ
の所に車椅子専用座席が設けられておりますし、あまり歩
かずに席に座りたいと思われる方は、Ｂ扉付近の席を選ん
ではいかがでしょうか？

・二階席について　
　二階席は、一階席の 19 列目あたりからかぶさるように
設置されています。１F か２F かを迷われた時は参考にし
てください。２F の最前列部分には、安全のための柵が設
置されていますので、柵が気になる方は二階席の２列目以
降が見やすいかもしれません。

・段差について　
　オーケストラピットを使う演目の場合、客席は６列目が
最前列になります。６列目から座席が階段状になっていて、
さらに前列とずらして設置されているので、前列の人の頭
が目の前にこないように工夫されています。

・「１F ボックス席」と「２F バルコニー席」　
　１F ボックス席は客席の左右両端に設置されています。
他の客席より１段高い所にあるので、目線が上になり、他
の人の頭を気にせずに見ることができます。また、４席ず
つで仕切られているので、お子さん連れの方などは、周囲
の方のことをあまり気にしないで、ゆっくり見ることがで
き、特別席という優越感に浸ることもできます。
　２F バルコニー席は、その席のためだけの扉があるとい
う、ボックス席同様ＶＩＰ感漂う座席です。ボックス席の
真上にあり、舞台がとても近くに感じられます。

・意外に…！？
　１F の最後列は意外にもおすすめです。最後列というと
舞台が遠く見にくいイメージがありますが、思っていた以
上に舞台は近く、舞台全体を見渡すことができるので、「こ
の人がみたい！」というお目当ての人がいる場合を除き、
ミュージカルやバレエ・オペラ・お芝居などの舞台全体を
楽しむ鑑賞にはとてもいい席だと思いますよ。

　座席表などはＭＪのホームページでもチェックすること
ができますので、ぜひご利用ください。また、座席を指定
して購入できるのは、ホール内チケットカウンターのみで
す。電話での購入の場合座席は選べませんので、座席にこ
だわって購入したい方は、チケットカウンターまでお越し
ください。座席選びに関しては、カウンターのスタッフも
アドバイスいたしますので、ご相談ください。

２. お手洗いについて
　どの扉から出入りしても、すぐ近くに男女お手洗いが
あります。充分な数がありますので、事前に場所を確認
しておくと安心です。

３. 大きな荷物がある時
　大ホール・中ホールの共通ロビー（２Ｆ）にクローク
が設置されており、大きな荷物や冬場のコート類などを
無料で預かっております。大きな荷物は観覧の邪魔にな
りますのでクロークをご利用ください。ただし、貴重品
などはお預かりできません。

4. 幕前や幕間のひと時に
　喫煙所はホール棟向かい側の創作練習棟１F・２F に、
自動販売機は創作練習棟２F にあり、ホール棟内にはあ
りませんのでご注意ください。また、財団自主文化事業
では、２F 共通ロビーのビュッフェで、ジュースやコー
ヒーなどのお飲物をご用意していますのでご利用くださ
い（実施しない場合もありますのでご了承ください）。

ホールでの賢い過ごし方　大ホール編
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　辞書を引くと、ハワイの、ハワイ人、ハワイ語…で
すが、皆さんは、ハワイアンと聞くと、何を思い浮か
べますか？ハワイの風景、心地よい音楽、それともダ
ンスでしょうか？　では、いくつか簡単にご紹介します。

ハワイアンキルト
　大きな一枚の布に、植物や果物等の形にカットした
布をアップリケし、無地の裏地を合わせ、間に薄い綿
を挟んで縫い合わせます（キルティングする）。手縫い
の為、ベッドカバーなど数ヶ月かかる物もあり、芸術
品としても貴重な価値があります。
　1820 年頃、ヨーロッパの宣教師の妻より伝えられ
た「パッチワーク・キルト」が始まりですが、ハワイ
の豊かな自然をモチーフにした物へ、独自に発展して
行きました。
　白地に赤のアップリケが古典的ですが、現代はカラ
フルな物も沢山あります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハワイアン・ジュエリー
　正式名は「ハワイアン・エアルーム・ジュエリー」。
代々受け継がれる家宝の意味で、思い出と共にお守
りの様に受け継がれています。リリウオカラニ女王が、
イギリスで流行していた「センチメンタル・ジュエリー」
を真似て、金のバングルを作らせたのが始まりで、自
作の詩や祈りの言葉などを彫り、生涯身に付けていま
した。又、恩師に贈った事がきっかけで、女生徒達に
広まり、一般に流行していきました。
　花、葉のモチーフや名前など文字を入れ、大切な人
への愛情、友情の証として、記念日に贈られます。

ハワイアン・ミュージック
　ハワイ州歌「ハワイ・ポノイ」の作詞はカラカウア王、
今日でも有名な「アロハ・オエ」は、妹のリリウオカ
ラニ女王の作曲です。二人共ハワイの歴史に残る音楽
家です。
　カラカウア王は伝統文化を奨励し、新しい文化と調
和したハワイ文化を作ろうと尽力しました。
　スチール・ギターの甘い調べにウクレレのリズム、

ファルセット・ボイスの美しいメロディーをもつハワ
イアン・ミュージックは、ジャズやワルツなどのエッ
センスも取り入れられ、新しいスタイルのハワイ音楽
として広まって行きました。

　フラ（現代フラ）の優雅な動きはハワイアン・ミュー
ジックに合わせ踊られます。ハワイの象徴とも言える
伝統的歌舞音曲。総合芸術で宗教的（古典フラ）行為
でもあり、単なるダンスや音楽の概念では捉えられな
い程、奥深い物です。元々は神々の踊り。文字の無かっ
た時代のコミュニケーション手段でした。手、表情、
体全体の動きを組合せ、詩の意味、感情を表現します。
　ハワイではフラの世界大会が開かれ、日本代表を決
める予選会が、’06 年から宮崎で開催されています。
　
　現代フラに使われるウクレレは、ハワイを代表する
楽器で、ハワイアン・ミュージックには欠かせません。

「ブラギーニャ」と言う小型のギターが原型で、19 世
紀後半、ポルトガル系移民により持ち込まれました。

（彼らの移民登録日に因み、8 月 23 日はウクレレの
日）演奏する手の動きが軽快で、ノミ（ウク）が飛び
跳ねる（レレ）ようだと言う意味でこの名が付きました。
４弦で４型あり、ハワイ原産のコアの木で作られます。

　ハワイの人々にとって、自然や生活には、古代より
神々が宿ると考えられています。故に自然を崇拝し、
感謝、愛、魂を込めて接します。ここでご紹介した物
にも、人々の美しい純粋な心が込められているのです。

「アロハ検定」をご存知ですか？
　もっとハワイの事を知りたい！興味がある
と言う方は、挑戦してみては？
　テキストも発刊されています。詳しくはア
ロハ検定事務局まで。　　

ハワイアン

（文・柚木崎 摂子）

Hawaiian
　今や活動の場を世界へ広げるウクレレの革命児ジェイク・シ
マブクロが、10 日 26 日 ( 日 )、ＭＪにやって来ます！彼の
卓越した演奏は、ウクレレの持つイメージを一変させ、人々を
魅了します。今回は、彼の故郷のハワイアンがテーマです。
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Ikiiki 文化でつなぐ都城
「イキイキ」びと
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　楽の道に進もうと思ったきっか
けは、高校の音楽の先生に音楽の道
を勧められてからだとか。「小学生の
頃から合唱部に入っていたものの、
音楽の道に進むことは、考えてもい
ませんでしたし、経済的にも大変だ
と知っていました。しかし、先生は
私が知らないところで両親を説得し
て下さって。」と松元さん。

　生の「やってみなさい」という
お言葉と、両親の支えがなかったら、
現在の姿はなかったし、音楽の道に
は進んでいなかったと振り返ります。
音楽の道に進むと決めて世界へ活動
の場を移すきっかけも、大学の先生
方に、「松元さん、どこか世界に出な
さい！」と勧められたからだそうで
す。ちょうどその頃勉強していたド
イツ歌曲の、歌詞と音楽が密着した
心地よい作風に心を奪われ、「生きた
言葉で歌いたい、せっかくならクラ
シックの本場で勉強したい」と、進
学当初あった鹿児島の短大から東京
の大学への編入計画を、ドイツ留学
に変更。３年間声楽とドイツ語を学
んで、25 才の時ドイツに渡り、数々
の実績を積まれて、現在ヨーロッパ
を中心に活躍中です。

みなさまへのメッセージ
　皆様の前でこれまでの成果をご披
露できますことを心から有難く思っ
ております。歌の道に進んで 30 年
以上、これまで幾度か「音楽を趣味
にすればよかった…」と思ったこと
もある私ですが、この 10年来は「こ
の道に進んで良かった。音楽を通じ
て何度も味わった感動の方を大切に
しよう」と思えるようになりました。
振り返ってみると、色々な場で色々
な方のお導きに、自分は何と恵まれ
ていたのかと改めて気付かされます。
これまで励まし支えて下さった恩師、
友人、音楽仲間そして両親をはじめ
家族に感謝しています。これからも
どうぞよろしくお願いいたします。

都城市出身で今もドイツの第一線
でご活躍されている松元さんの歌声
を、ぜひ聞きにいらしてくださいね。

今回で８回目となる ｢盆地の音楽家シリーズ」（主催：都城音楽協会）。
そのコンサートに出演されるソプラノ歌手・松元美裕子さんをご紹介します。
声 先

（取材、文・川口 涼子）



日曜 会場 行　事　名 開 演 料 金 主催及びお問い合わせ先

1㈪ 中 ＪＡ都城　総代研修会 13:30 関係者 都城農業協同組合 0986-22-9813

2㈫ 大 　　セントロアメリカの太陽 
　　グアテマラ＆パナマ 19:00 A 席 4,500 円 

B 席 4,000 円 財団法人民主音楽協会 092-629-3050

5㈮ 大 都泉祭 8:45 関係者 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 0986-23-0223

6㈯ 大 葵碧祭（都城西高等学校文化祭） 8:40 関係者 宮崎県立都城西高等学校 0986-23-1904

7㈰
大 第２回　あかりの会 11:30 1,000 円 あかりの会本部 0986-39-6191

中 講演会 14:00 1,000 円 （有）Ｋ＆Ａ 0985-25-9218

8㈪ 大 都城市民劇場例会
前進座「さんしょう太夫」 18:30 会　員 都城市民劇場 0986-21-8082

13㈯ 中 社団法人都城青年会議所 
４５周年記念フォーラム 13:00 無　料 社団法人都城青年会議所 0986-23-0502

14㈰ 大 Fish Eye 2008
第 6 回国際アマチュア映像祭 13:00 無　料 BTV ケーブルテレビ（株）

Fish Eye2008 事務局 0986-27-1700

15㈪ 大 都城ときめき大学講演会 18:25 会　員 都城ときめき大学 0986-21-2112

16㈫ 大 ふるさと演歌・歌謡道しるべ 
出演：水森かおり・水木大介 18:30 S 席 4,000 円 

A 席 3,500 円 カルチャークラブ西日本 099-220-3069

25㈭ 大 三遊亭歌之介講演会 14:00 関係者 都城市立妻ケ丘中学校 0986-22-0283

28㈰ 中 ＮＰＯ法人　劇団三喜　菊月公演 未　定 1,000 円 NPO法人　劇団三喜 0986-22-3208

30㈫ 中 宮崎県高等学校総合文化祭日本音楽部門 10:00 無　料 宮崎県高等学校文化連盟 0985-39-8140

日曜 会場 行　事　名 開 演 料 金 主催及びお問い合わせ先

4㈯ 中 全体例会「星のまつり」舞台劇 18:30 会　員 みやこのじょう子ども劇場 0986-25-6477

10㈮
中 平成２０年度宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会

秋季研究大会 13:00 関係者 宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会 0986-23-2629

大 都城市合同金婚式 10:00 関係者 都城市健康福祉部健康長寿課 0986-23-3102

12㈰ 大 ムジカートジャンボリー 2008 in 都城 10:00 1,000 円 都城商工会議所 0986-23-0001

13㈪ 大 J.S.B 吹奏楽団都城市特別演奏会 13:30 500 円 J.S.B 吹奏楽団（久保） 090-4346-5517

19㈰
中 　　盆地の音楽家シリーズ８ 14:00 1,000 円 ㈶都城市文化振興財団 0986-23-7140

大 都城ときめき大学　講演会 18:25 会　員 都城ときめき大学 0986-21-2112

21㈫

中 「2008 ベトナム・民族アンサンブル」
チャリティコンサート 18:30 協力券 

2,000 円
「2008 ベトナム・民族アン
サンブル」実行委員会 0986-22-3405

大 美川憲一コンサート 2008
昼の部 

14：00 
夜の部 

18：30

S 席 7,000 円 
A 席 6,000 円 
B 席 5,000 円

鈴木企画 092-284-2216

23㈭ 大 　　キエフオペラ「椿姫」 18:30

SS 席 14,000 円 
 S 席 11,000 円 
A 席 8,000 円 
B 席 5,000 円 

学生席 3,000 円

㈶都城市文化振興財団 0986-23-7140

26㈰ 中
JAKE SHIMABUKURO（ジェイク・シマブクロ） 
　　"Music Is Medicine" 
　　JAPAN TOUR 2008

17:30 6,500 円 ㈶都城市文化振興財団 0986-23-7140

27㈪ 大 第17 回みやざき中小企業経営フォーラム 18:00 1,000 円 宮崎県中小企業家同友会 0985-50-3665

�

９月の催し Event CalendarEvent Calendar

※　　　 マークの公演は総合文化ホール１階チケットカウンターで入場券をを取り扱っています。　※　　　マークの公演は、都城市文化振興財団自主事業です。

※ここに記載されている情報は８/１（金）現在のものです。入場料金等詳しくは主催者にご確認下さい。記載料金は前売り価格です。

客席までの介添えが必要な方には、受付カウンターで介添者用の通行証をお貸ししていますので、ご利用ください。（※この通行証は、座席を確保するものではありません。）

10 月の催し
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都城市総合文化ホール

　
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
　

◆駐車場案内 ご  案  内  図 　駐車場に限りがございますので、MJにお越し
の際は、公共交通機関のご利用、お車の乗り合わ
せなどご理解とご協力をお願いいたします。

駐 車 場 収容台数 駐　車　料　金
第 1 169 台 1時間ごとに100 円。

大・中ホール利用者⇒ 4 時間まで無料。
創作練習棟利用者⇒ 3 時間まで無料。第 2 158 台

都城駅北 約 80 台 サービス券対応

神柱公園 約100 台 無料（公園利用者と共用）

　MJに隣接する神柱宮境内、コンビニエンスス
トア敷地内ほか近隣店舗への駐車はご遠慮下さい。

申請書の提出

施設料納入

施設利用

申請書受付
確認書 FAX

確認書サイン
確認書返信 請求書

仮許可書発行

入金確認
許可書発行

ホールお客様

◆ ポイントサービスのご案内
　MJ 友の会にご入会いただくと、様々な特典が受けら
れますが、その一つがポイントサービスです。ホールチ
ケットカウンターで販売しているチケット（対象外の公
演もあります）をご購入いただくと、100 円につき 1
ポイント貯まります。７月より、そのポイントを下記の
形でお使いいただくことが出来るようになりました。
　まずは、100 ポイント以上貯めてポイント券に引き
換えましょう！

　子どもたちに大人気のワークショップ、後期は 10 月か
ら始まります！自分で考え、自分で創り、思いきり楽しん
でもらうことを目的にしています。
　前期はほとんど全ての回で定員を超え、キャンセル待ち
の状態。急きょ、午前中の回を設けるなどしてできるだけ
たくさんの子どもたちに楽しんでもらえるようにしまし
た。
　後期もワクワクするプログラムを企画しているので、ご
期待ください！
　開催日など詳細情報は、決定次第、この誌面やホームペー
ジ、チラシ等でお知らせします。

ポイント券の使い方
　ポイント券の裏面に会員番号・お名前を記入してお持ち
下さい。

◎ チケット購入時に使う
　例えば、3,000 円のチケットをご購入の場合、
現金 2,800 円とポイント券 2 枚（200 円分）と
いう使い方が出来ます。ただし、利用できるチケッ
トが限られていますので、事前にご確認下さい。

　
◎ ノベルティグッズと引き換える

　3 種類のグッズの中から、お持ちのポイント券の
枚数に応じてお選び下さい。MJ のロゴ入りでカワ
イイですよ！

わくわくワークショップ
’08➡ ’09

わくわくワークショップ
’08➡ ’09

◆ 施設予約についてのお知らせ
～ FAX での事務手続きが一部変更になりました～
　当ホールでは、ホール・創作練習棟諸室の FAX での利用
予約を受け付けておりますが、より確実に受付事務を行うた
めに、お客様からの利用申請確認書を受領した後に「利用許
可書（仮）」を発行することになりました。なお、所定の期
間内にお客様から確認書の返信や利用料金の納入がなされな
い場合には、予約取消となりますのでご注意ください。
　今回の事務手続き変更の詳細については、利用申請時に
随時ご説明しております。また、ホール１階窓口、電話、
FAX、メールでのお問い合わせも可能です。皆様方のご理
解とご協力をお願いいたします。


