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SILENT COMEDY
｢JAPAN TOUR 2010｣都城公演
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Stage Data
日時／2010年2月25日㈭
開場／18：30　開演19：00 
会場／都城市総合文化ホール中ホール「あさぎり」
料金／全席指定　4,500円

※チケット発売
　会員先行／11月21日㈯ AM9：00
　一　　般／11月28日㈯

Ｑパフォーマンスへ
のこだわりはありま
すか？
Ａ言葉なしに言葉以上の
ことを伝えること。

都城について
Ｑ都城の印象は？
Ａ初めて行ったのに、すぐ
にチケットが完売した恐る
べし街！
Ｑ文化ホールの印象
は？
Ａソフト面：情熱
を感じました！NY
の100倍ぐらい、熱
い！ハード面：お客さん
との距離感が近くてやりや
すい。

Ｑ都城のお客さんの印象は？
Ａ文化ホールの情熱がそのままお客さ
んに伝播している感じでした。
Ｑ前回の都城公演での覚えてるエピソー
ドはありますか？
Ａケータリングの冷汁！
Ｑ都城のファンの皆さんに一言！
Ａ今回もMJ（都城）に伺いますよ！MJ
（マイケル・ジャクソン）は他界してし
まいましたが、今回のツアーにMJネタが
出てきます。乞うご期待！

今回のツアー
について
Ｑ今回の公演のコンセプ
トは？
Ａ前回のツアーで観てもらった
お客さんにも、初めてのお客さん
にも、「ボクサー」を観たこと
のあるお客さんにも楽しんでも
らえる様にって考えてます。
Ｑ今回の公演での新しい試み
等は？
Ａ内緒です。
Ｑ今回のツアーの見所
は？
Ａ何と言っても海外で
120回以上公演して
いるが～まるちょばの
代表作「ボクサー」で
す！Ｑ今回は全国何ヶ所
くらい回りますか？
Ａ32カ所です。
Ｑツアーのリハーサルはどれくらいされま

すか？
Ａ約1ヶ月間です。
Ｑツアーでの楽しみはありますか？
Ａ土地土地でのおいしい食べ物や出会いです。

活動について
Ｑ前回のツアー以降の活動は？
Ａ海外公演はニューヨーク、南アフリカ、韓国、
メキシコをまわり、国内でも舞台や、TVでもいろ
いろやりました。2009年は結成10年だったので
記念公演もやりました。
Ｑネタ作りってどんなときにしますか？
Ａ腰を落ち着けて、「やるぞ！」と思ってやって
きていたのですが、最近はなかなか腰を落ち着け
る時間がないのが悩みです。
Ｑサイレントコメディーの魅力とは？
Ａ言葉以上のことが伝わること。世界中でできること。

The
DOOR

Vol.3
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［出演者］
－韓国・KOREA－
　B- BOY MAXIMUM CREW、ソン・ヒジン、イ・ジュヨン

－日本・JAPAN－
　EGA、SETO、MADOKA、SEIJI、TAC、YU-MAH
　パーカッション奏者[ダブルキャスト]：長谷川友紀、長谷川麻紀
　MC・ボーカル：高良結香

THE BATTLE  2009 KOREA×JAPAN
虹かかれ　宝の橋
日韓トップダンサー夢の競演！

MJ特集STAGE

韓国と日本　両国を代表するダンサーが激突！

「虹かかれ 宝の橋」 Data
日時／11月18日㈬

開場／18：30　開演19：00
都城市総合文化ホール　大ホール

主催／MIN-ON、都城市文化振興財団
お問い合わせ／都城市文化ホール 0986－23－7140

MIN-ON宮崎 0985－27－8941

※11月18日㈬休館日に開催します。  当日券は、開場前（時間未定）に
大ホール入口にて販売致します。  また、その他チケットの販売や、施設予約・

空き状況等通常業務は行っておりませんのでご了承下さい。
※翌11月19日㈭は通常通り開館致します。
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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　０９８６－２３－７１９０
チケットぴあ/ファミリーマート　０５７０－０２－９９９９（Ｐコード３９７－３４６）
ローソンチケット/ローソン　０５７０－０００－７７７（Ｌコード８４２０９）
西村楽器都城店　０９８６－２４－２１５６
宮崎山形屋　０９８５－３１－３２０２

　韓国と日本　両国を代表するダンサーが激突！

　1970年代アメリカで発祥したヒップホップ文化は、今

や世界的なムーブメントを起こし、日本でも多くのダンス

スクールや、フィットネスクラブでもヒップホップダンスを

取り入れた講座が人気を博し、ほとんどの大学でもサーク

ルが存在するなど、ヒップホップ人口は増加を続けていま

す。

　そして、世界規模でのヒップホップダンスの大会におい

て、近年、発祥の地であるアメリカを抜いて、躍進を続け

るのが、韓国です。

　「エクスプレッション」と「ギャンブラー」に代表される

韓国のヒップホップダンスユニットが、世界中の大会で優

勝をさらい、韓国は一躍ヒップホップ大国として知られる

ようになりました。

　今回来日する「マキシマム・クルー」は、この「エクスプ

レッション」と「ギャンブラー」出身のメンバーで構成。

　迎え撃つ日本側も、2001年のＦＩＦＡワールドカップ横

浜メガパフォーマンスにて、振付・構成を手がけたＥＧＡ。

そして、ＳＥＴＯ、ＭＡＤＯＫＡを始めとした、多くの大会

で優勝し、日本のヒップホップシーンをリードする実力派

ダンサーたち。

　また、委嘱の顔ぶれとして出演するのは、東京藝術大

学を首席で卒業し、現在、東宝ミュージカル「レ・ミゼラブ

ル」、「エリザ

ベート」などで活躍中の

パーカッション奏者・長谷川友紀！

また、ダブルキャストとして、現在、東宝

ミュージカル「エリザベート」や宝塚歌劇団等の

ミュージカルで活躍中の長谷川麻紀が出演！絶妙なる
リズムがダンスを更に盛り上げる！
　更には、ＭＣ・ヴォーカルとして、ブロードウェイで活躍
するアクター＆シンガーソングライターの高良結香が登
場。「コーラスライン」、「レント」等に出演、ずば抜けた実力
が絶賛を博す。特にブロードウェイ仕込みのヴォーカルの力
強さ、リズムセンスが今回の見どころのひとつといえる。
　日韓のダンスシーンを代表するダンサーたちの夢の競演！
　どうぞ、お楽しみ下さい。

MJ特集STAGE
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e e v e n t    s c h e d u l e

三カ国民俗芸能祭（都城民俗芸能祭）
友好交流都市締結10周年記念式典
●日時／11月1日㈰　●料金／無料
　（※但し、大ホールは入場整理券が必要)
●会場／大・中ホール　
●お問い合わせ先／都城市　生活文化課　☎0986-23-2295

吹奏楽祭
●日時／11月3日㈫　12:30
●料金／500円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県吹奏楽連盟都北支部
　☎0986-58-2303

28回 音楽祭
●日時／11月22日㈰　12:30
●料金／1,500円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城歌謡協会
　☎0986-24-3996

平成21年度都北小・
中学校音楽大会(中学校の部)
●日時／11月10日㈫　9:40
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市立祝吉中学校　☎0986-22-0697

みなみ九州産業交流祭
（テクノフェアほか）

●日時／11月6日㈮・7日㈯　10:00
●料金／無料　●会場／大・中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市　工業振興課　☎0986-23-2753

都城総合文化祭
第31回みやこんじょ讃歌
●日時／11月15日㈰
　　大ホール11:00・中ホール13：00
●料金／500円　●会場／大・中ホール　
●お問い合わせ先
　都城芸術文化協会　☎0986-24-0067

親鸞聖人750回大遠忌
都城組お待ち受け法要
●日時／11月8日㈰　13:30
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　浄土真宗本願寺派都城組　☎0986-62-1016

祝吉中学校吹奏楽部
第29回定期演奏会
●日時／11月8日㈰　13:30
●料金／300円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市立祝吉中学校　☎0986-22-0697

五十市中学校吹奏楽部
定期演奏会
●日時／11月21日㈯　13:30
●料金／300円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市立五十市中学校　☎0986-23-0126

妻ヶ丘中学校吹奏楽部
定期演奏会
●日時／11月22日㈰　13:30
●料金／200円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市立妻ヶ丘中学校　☎0986-22-0283

都城市民劇場第69回例会
劇団昴「クリスマス・キャロル」
●日時／11月23日㈪　18:30
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市民劇場　☎0986-21-8081

都城商工会議所
創立80周年記念式典・記念公演
●日時／11月24日㈫　14:00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城商工会議所　☎0986-23-0001

平成21年度都北小・
中学校音楽大会(小学校の部）
●日時／11月27日㈮　9:30
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市立祝吉中学校　☎0986-22-0697

地域医療市民フォーラム
●日時／11月28日㈯　14:00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　社団法人　都城北諸県郡医師会
　☎0986-22-0711

ふれあい公演
歌と踊りの祭典
●日時／11月28日㈯　13:00
●料金／1,000円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　盆地歌謡クラブ　☎090-2510-6940

都城クリスタルコール
第28回定期演奏会
●日時／11月29日㈰　14:00
●料金／一般1,000円・小中高生500円
●会場／中ホール
●お問い合わせ先／都城クリスタルコール
　☎0986-76-5405

自殺予防講演会
●日時／11月23日㈪　13:30
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市　福祉課　☎0986-23-2980

日韓トップダンサー夢の競演
「虹かかれ 宝の橋」THE BATTLE 2009

●日時／11月18日㈬　19:00
●料金／A席4,800円・B席4,300円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　財団法人都城市文化振興財団　☎0986-23-7140

川田知子ヴァイオリンリサイタル
MJワンコインコンサート
●日時／11月8日㈰　19:00
●料金／全席指定席500円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　財団法人都城市文化振興財団　☎0986-23-7140

キエフ・バレエ「白鳥の湖」
●日時／11月9日㈪　18:30
●SS席12,000円・S席10,000円・A席8,000円・
　 B席5,000円・学生席3,000円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　財団法人都城市文化振興財団　☎0986-23-7140

マスクプレイミュージカル
「ヘンデルとグレーテル」

●日時／11月16日㈪・17日㈫
　1日目10：30・2日目午前の部10：30  午後の部13：30
●料金／A席1,900円・B席1,600円・C席1,300円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　劇団飛行船　西日本支社　☎092-712-3041

山本譲二＆鳥羽一郎
ジョイントコンサート
●日時／11月12日㈭　昼の部14:00・夜の部18:00
●S席7,000円・A席6,000円・ B席5,000円
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　鈴木企画　宮崎営業所　☎0985-20-5010

都城農業高等学校 文化教室
（芸術鑑賞行事）

●日時／11月2日㈪　13:30
●料金／関係者　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県立都城農業高等学校　☎0986-22-4280

November

大ホール
13:00

中ホール
10:00

11

都城ときめき大学
講演会
●日時／11月10日㈫　18：25
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城ときめき大学　☎0986-21-2112
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イベントスケジュール

e v e n t    s c h e d u l e

※ここに記載されている情報は11月1日㈰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。

※　　　　　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。

　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。）

都城ときめき大学
講演会
●日時／12月22日㈫　18：25
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城ときめき大学　☎0986-21-2112

都城工業高等専門学校
吹奏楽部第３６回定期演奏会
●日時／12月27日㈰　14:00
●料金／500円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先／都城工業高等専門学校吹奏楽部（下田）
　☎090-9590-2055

冬コンサート
●日時／12月23日㈬　時間 未定
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　マーキュリー幼児園　☎0986-26-0405

JA都城
女性部元気まつり
●日時／12月4日㈮　10:00
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先／JA都城　女性部
　☎0986-22-9822

宮崎学園短期大学
フェスティバルin都城
●日時／12月5日㈯　10:00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎学園短期大学（末平）☎0985-85-0146

第19回都城高等学校
吹奏楽部定期演奏会
●日時／12月6日㈰　13:00
●料金／500円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先／都城高等学校
　☎0986-23-2477

都城ピアノ指導者
研究会合同演奏会
●日時／12月6日㈰　13:30
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城ピアノ指導者研究会（外勢）
　☎0986-58-3796

心思踊西華流第２回胡蝶蘭の会
ひとすじのつどい“愛„
●日時／12月13日㈰　13:30
●料金／2,000円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　心思踊　西華流本部　☎03-5999-4141

都城商業高等学校
吹奏楽部 第３３回定期演奏会
●日時／12月19日㈯　18:00
●料金／500円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先／宮崎県立都城商業高等学校
　☎0986-22-1758

都城市健康づくり大会
●日時／12月25日㈮　13:30
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先／都城市健康課
　☎0986-23-2765

宮崎県アンサンブル
コンテスト支部予選
●日時／12月20日㈰　10:00
●料金／1,000円　●会場／大・中ホール　
●お問い合わせ先／宮崎県吹奏楽連盟都北支部
　☎0986-58-2303

スイングメイツ・
ジャズオーケストラ
25周年コンサート
●日時／12月12日㈯　19:00
●料金／1,000円　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先／グローミュージック（山内）
　☎0986-52-4938

鼓笛発表会＆講演会
●日時／12月13日㈰　13:00
●料金／無料
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　南九州青少年育成会　☎0986-37-3550

12 December
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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）

自主発行機関誌「MJハーモニー」自主発行機関誌「MJハーモニー」

都城市総合文化ホールは、下記の法人会員の皆様のご支援を得て運営しています。

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。

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。
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●イオンモール
　MiELL都城駅前

九州一円に19のグループ企業を持つ新生社印刷さ
ん。それぞれが独立した事業所なので、動きも迅速！
且つグループ企業の強みを併せ持つ印刷会社です。

■ DATA
　［所在地］ 宮崎県都城市都北町7284-1
　［電　話］ (0986)38-3500　
　［設　立］ 昭和42年               ［代表取締役］岡崎洋人
　［ U R L ］http://www.shinsei-p.co.jp/

　ここは、MJを応援して下さる地元企業の皆さんをご紹介するページです。
誌面のリニューアルに伴い、今号より企業紹介広告の形に変更しました。
これにより、どんな企業がMJを応援しているのか、読者の皆様にもより良く

ご理解いただけるのではないかと期待しています。
　人も街も企業も元気！　MJが目指す「アートふる・みやこんじょ」です。

■事業内容
印刷に関することならおまかせ下さい！紙はもちろ
ん、シール、看板、タペストリーなどあらゆるニーズに
お応えいたします。

■企業の地域貢献について
「ものづくりはすべて人の手から」をモットーに地域
の皆様とのふれあいを大切にしながら、印刷で都城
を「ゲンキ」にします！グループ企業ならではのアイ
デア＆ノウハウと充実した設備と技術で、皆様の「？」
を「笑顔」に変えていく。そんな頑張り屋の集団です！

ただいま年賀状印刷
承り中です！

MJのネットワークシステム関連で大変お世話になっ
ています。一般向けのパソコン教室なども開設されて
いるので、地元都城ではお馴染みですね♪

■ DATA
　［所在地］ 宮崎県都城市花繰町20-８ケイディビル3Ｆ
　［電　話］ (0986)26-2222　  ［社員数］ 60人
　［設　立］ 平成2年　　　   　［代表取締役］ 吉村幸一
　［ U R L ］http://www.system9.co.jp/

■事業内容
都城市を中心に、ITコンサ
ルティング企業として、情
報システム構築における
調査から、分析、設計、導入
支援においてお客様のた
めの最適なコストパフォー
マンスのシステムをご提供させて頂きます。

■企業の地域貢献について
平成14年から国の緊急雇用促進事業で30名以上採
用し、就職へのサポート、システム開発技術向上のた
め高専に社員を講師で派遣、市内中学校のソフト開
発会社としての職場体験の受入や、高齢者へのパソ
コン研修を行いお役に立てるところで頑張っており
ます。

MJのすぐ目の前にあるスタイリッシュなビジネスホテル。地域活動にも
熱心でおちゃめな支配人をはじめ、明るくて元気なスタッフさんが、いつ
も笑顔で迎えてくれますよ♪ホテル1F「ゆめぜん」のお料理もオススメ！

■ DATA
　［所在地］ 宮崎県都城市北原町35-10（MJ前）
　［電　話］ (0986)22-2111　  ［社員数］ 30人
　［オープン］ 平成3年10月　　［代表取締役］ 松崎充宏 
　［ U R L ］http://www.hotelwing.co.jp/miyakonojo/

■事業内容
『食と酒の楽しめるホテル』
として、県内外の皆様へ快
適空間を提供。清潔で明る
い93室の客室。
人気店の【美食酒家 ゆめ
ぜん】。

■MJに期待すること
MJは都城の文化の中心であり、都城駅前の活性化に
も大きく貢献して頂いております。私共も、MJと相互
扶助の関係を築き、地域密着のホテルとして貢献し
ていきたいと思います。又、MJ友の会の提携店とし
て、地域の皆様へ『笑顔と元気』をモットーに楽しい
ホテルを目指して参ります。

高崎に本社がある葬儀屋さんですが、種子田社長を
中心に、ボランティア活動や文化活動支援など、さま
ざまな社会貢献活動に取り組んでいらっしゃいます。

■ DATA
　［所在地］ 宮崎県都城市高崎町縄瀬3546
　［電　話］ (0986)62-0983　 ［社員数］ 17人
　［設　立］ 昭和54年1月　　 ［代表取締役］ 種子田義男
　［ U R L ］http://www.aiwahall.com/

■事業内容
家族葬から社葬まで、ご要望に応じて経験豊富なス
タッフが全面的にサポートし、皆様のお心に響く、心
のサービスを提供いたします。

■MJに期待すること
宮崎市に次ぐ大きな街として、また鹿児島県との県
境に位置する街として、ＭＪの存在価値は大きいも
のと考えます。本物の文化に直接見て触れて感動す
る機会が身近に出来たのですから。今後、若者を中
心とした文化事業が積極的にできる環境作りを、地
域の方々と共に、更に推進して欲しいと思います。

お客様第一主義！

※法人会員についての詳細は、財団
までお問い合わせ下さい。

● チケット先行販売
自主事業のチケットを、一般発売に先がけて、

お買い求めいただけます。

MJ主催の公演にご招待します。枚数は、会員種類

によって変わりますので、お問い合わせ下さい。

ホール創作練習棟の屋外大型ビジョン等で、企

業のCMを放送します。（動画・静止画可）

このページの形で、毎号数社ずつ掲載します。 

（会員種類によって広告のサイズが異なります）

● 大型ビジョン等でのCM広告

● 招待券プレゼント
● ハーモニー広告掲載

法人会員には、下記の特典をご用意
しております。

法人会員特典

MJ 友の会MJ 友の会 法人会員のご紹介


