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服部克久

都城市総合文化ホール終身名誉館長に就任
特集 MJ STAGE!

細坪君と三浦君

LIVE2010「50's Cafe」
都城市総合文化ホール自主発行機関誌［MJ ハーモニー］発行／財団法人 都城市文化振興財団

都城市総合文化ホール MJ

終身名誉館長

服部克久氏
新しく都城にできる会館の館長を、
とのご依頼を頂いたときには正直言って
迷いました。
宮崎県は父親の代からご縁がありましたが、
都城には足を運んだ
こともなく特に知人もおりませんでした。
しかし何回かお伺いする度に関係者
の皆さんの会館に寄せる熱意にだんだん引きずり込まれて行くようになった
次第です。
特に音響設備に力を入れておられるのも魅力でしたし、
会館を単な
る箱モノと考えるのではなく、
地方文化の発信地であり地域振興の拠点と捉え
ている考え方には深い共感を覚え、
何か私でお手伝いできればという思いで後
先考えずお引き受けしてしまってから早いもので、
３年余の歳月が流れました。
最近やっと東京でも文化ホールの音響の素晴らしさと、
使い勝っての良さが
認められるようになって出演者やプロモーターの方からお電話を頂くのは嬉
しいことです。
ここのところ日本中を覆っている不景気の嵐はMJホールにも容赦なく襲っ
てきている現状ですが、
こういう時こそより文化を大事にし、
ホールを上手に
活用していく必要があります。
此のたび名誉館長の称号を頂いて名誉に思うと同時に責任の重さも感じま
す。
これからも市民の皆様とますます会館を盛り上げ、
より有効な活用方法のお
手伝いをしていきたいと思います。
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都城市総合文化ホール MJ
終身名誉館長
服部克久氏
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服部克久氏
終身名誉館長に就任 !!
今年で、
服部館長は音楽活動生活50周年を迎えられました。
また、2009年6月7日の「アレンジャーズサミット2009クロスオー
バー with MJ Special Chamber Orchestra」
にて服部克久館長が終
身名誉館長に就任されました。
これまで、服部館長は開館前のプレイベントとして東京ポップス
オーケストラメンバーによる「青空に響く音楽会」をはじめ、開館記念
式典や日本の歌フェスティバル・2006、
ミュージックワンダーランド
in MJ、
東京ポップスオーケストラコンサート、
モンゴルの大草原から、
アレンジャーズサミットin都城、Super Generation 2009〜服部良
一・克久・隆之 三代コンサート〜、
アウトリーチコンサート in 山田・
山之口、アレンジャーズサミット2009クロスオーバー with MJ
Special Chamber Orchestraと数多くのコンサートをプロデュースさ
れ、
また、服部館長のホールということでさだまさしさんをはじめ、数
多くの有名アーティストのコンサートが実現できました。
2009年は、服部館長の音楽活動生活50周年ということで、記念ア
ルバムの発売と記念コンサートが
東京で開催されました。
記念アルバムは11月11日に発
売されました。多彩なゲストが参
加されたアルバムで、服部館長の
50年の音楽生活の集大成ともい
えるアルバムです。
壮大なオーケストレーションが印
象的な曲やお洒落でムード溢れる
ジャズの曲、バロック音楽のよう
な曲に過去のアルバムに収録され
た曲のリメイクと内容も盛りだく
さんです。
アニメ「トム・ソーヤーの冒険」の
オープニングテーマのリメイクは印象的な1曲です！
また、Chageさんとのコラボ曲「紫野 09」は、なんと3月の服部三代
コンサートでの共演がきっかけで実現したそうで、Chageさんはこの
曲と都城がとても結びついて感じられるそうです。
このほかにも、
さだまさしさん、夏川りみさん、
ジェイク・シマブクロさ
んといった、
都城で公演された方が多数参加されたアルバムです。
まだお聴きでない方は、
ぜひこのアルバムを聴いてみてください！
記念のコンサートが東京で開催され、
また11月27日には、記念の
コンサートが開催され、
このコンサートでは、
大編成のオーケストラを
従えてのコンサートで、
スペシャルゲストに山下達郎さん、そしてこち
らも都城で公演された馬頭琴奏者のリポーさん、
ソプラノの腰越満美
さんが出演されたそうです。
今後も、
ご自身のご多忙な音楽活動の合間を縫って、都城の文化振
興にご協力いただけるということで、これまで以上の企画をプロ
デュースしてくださると思います。

アルバム紹介
服部克久
収録楽曲
アンダンテ浪漫 Andante Romantico （instrumental）
Esperado まちわびて （演奏：ジェイク・シマブクロ)
Voce Angelica 天使の声 （歌：Sumi Jo）
紫野 '09 Murasakino '09 （歌：Chage）
素晴らしきかなこの世界 Wonder of the world （instrumental）
Sunny Sunday Morning '09
サニー・サンデイ・モーニング '09 (歌：佐藤竹善)
ジャズ・フィドル Swinging Strings （instrumental）
一条戻り橋 '09 Bon Retour '09 (歌：さだまさし)
ただそれだけ Tada-Soredake (歌：夏川りみ)
Star Talk 星の呟き （instrumental）
Free Land '09 自由の大地 '09 (歌：Sumi Jo)
誰よりも遠くへ
The Adventure Of Tom Sawyer 〜Main Theme〜 （instrumental）
Dramatico ドラマティコ （instrumental）
冬空のフーガ Fugue （instrumental）

UMCK-1335
価格：3,000円 (tax in)
2009. 11.11 On Sale
発売元：ユニバーサル ミュージック

服部克久の世界〜works
収録楽曲
<CD>
Friends・Love・Believing〜ぬくもりをありがとう
煙が目にしみる/ Smoke Gets In Your Eyes（山下達郎）
いそしぎ/ The Shadow Of Your Smile（竹内まりや）
愛について（さだまさし）
[ホルスト、組曲「惑星」作品32より]
木星〜星空のディスタンス（THE ALFEE）
LADY（少年隊）
Rainbow Blue（Reimy）
夢を過ぎても (有坂美香）
ル・ローヌ§2013（桑島法子）
テクスチュアー
すごい男の唄 (柳ジョージ）
遊星王子のうた（ひばり児童合唱団）
ザ・ベストテンのテーマ (オリジナルサウンドトラック）
コンソレーション
オラオラ 〜そんな時には〜 / Ola Ola （大黒摩季）
自由の大地 / The Free Land （葉加瀬太郎）
<DVD>
夕陽 The Sunset
夢
Mon Reve
月影の並木道 Moonlight Alley
処女航海 Maiden Voyage
帝国に陽は昇りて Byzantine
淡紅色(ときいろ)の夢 Nipponia Nippon
オルドスの泉 Erdus
美しきランナー Beautiful Runner
いつものように Comme d｀habitude
自由の大地 The Free Land

WPZL-30163/4
価格：3,800円 (tax in)
CD＋DVD(2枚組)
2009. 11.11 On Sale
発売元：ワーナーミュージック
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大型新人、デビュー。
70年代〜90年代のミュージックシーンを席巻したバンドたちが、このところ続々と再結成を発表し、青春時代にこれらの音
楽と過ごした世代を沸かせている。再結成ブームともささやかれるこの波に呑まれることなく、新たな道を切り開き、走り始
めた二人がいる。

ほそつぼ もとよし

1974年に山木康世と「ふきのとう」を結成し、
『白い冬』
『雨降り道玄坂』などのヒット曲を生み出した細坪基佳と、1980
がむ

みうら

かずと

年に「雅夢」として『愛はかげろう』でデビューし、ソロとしても数々の名曲を世に送り出してきた三浦和人だ。
それぞれに音楽活動を続けてきた二人は、2004年のNAHAマラソン第20回記念大会ライブで意気投合、2006年にデュ
オを結成した。2008年には、CDアルバム「50ｓ Cafe」をリリース。
『白い冬』
『愛はかげろう』などをはじめ、カヴァー曲、
未発表曲を含む12曲が収められた必聴の１枚となっている。

待望の都城ライブ。
共にリードヴォーカルとギターを担当するこのデュオの持ち味は、ヴォーカルハーモニーの素晴らしさと楽しいトーク。円熟
した歌声と音がつむぎ出すライブは、全国各地で好評を得ている。
今回の都城ライブは、ステージと客席が近く、一体感を味わえる中ホールで行われる。二人のファンならずとも、フォークを
聴き、癒され、励まされてきた世代には、是非とも聴いて欲しい。

特集 MJ
STAGE
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Concert Data
日時／2010年３月６日㈯
開場／17：30 開演18：00
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 3,500円 ＊好評発売中

特集 MJ
STAGE

細坪君と三浦君

あなたの、あの時代が
聞こえてくる。

細 坪 君と三 浦 君

LIVE2010
「50's Cafe」

プレイガイド
■MJチケットカウンター 窓口受付時間 9：00〜19：00（水曜休館） 予約専用番号 （0986）23-7190
■ローソンチケット
Lコード：86734
■チケットぴあ
Pコード：343-395
※未就学児童入場不可
※託児を予定しておりますので、直接お問い合わせ下さい（要申込。公演10日前まで）。
※MJ友の会１会員につき、
１枚まで500円割引。
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MJ work shop

意外なところで
遊んでいます。
「コドモ会社訪問」株式会社サニー・シーリング
都城市総合文化ホールでは、子どもから大人まで、対象はプログラム毎に
異なりますが、様々な遊びのプログラムを実施しています。芸術文化、生活
文化をがっちり正面からではなく、遊びながらにして、その一端を垣間見
たり、体験できたりするものです。
会場はMJに限らず、その時、その内容にふさわしい場所を地域に求めて
いますが、
９月に面白い場所で小学生向けのワークショップを開催したの
で紹介します。
今年度は、子どもゆめ基金からの助成を受けて、小学生向けワークショッ
プ「ソラ飛ぶ遊ビバ！」を開催していますが、その一環で「コドモ会社訪問」
というプログラムを実施しました。企
画協力は株式会社サニー・シーリングさんで、工業系を始めとしたシールや、携帯電話などに使われる薄いフィ
ルム製品などを製造している会社です。志比田町にある本社工場を見学させて頂いただけでなく、大きな会議
室もお借りして造形遊びも楽しませてもらいました。会社を紹介するビデオを見たり、スライドを使ってシール
の製造工程を説明してもらったり、工場見学も３班に分けてきめ細やかに、会社を知ってもらうために本格的に
やって頂きました。造形遊びの時間の進行はナビナビさんという、主に美術を専門とされている学校教諭の有志
チームが行ったのですが、材料として多くの種類のシー
ルを提供して頂きました。
また、材料提供だけではなく、
どんな造形遊びをするかという企画会議の段階から社
員の方に加わってもらい、様々な種類によって違うシー
ルの特性を活かした遊びを提案頂いたのでした。当日
は子どもと大人合わせて６０名近くでお邪魔したので
すが、社員の皆様の気持ちの良い挨拶や応対に子ども
だけではなく大人もすっかりファンになった様子でし
た。
アンケートも好評で、今後も地域との連携を図るこ
とができるプログラムを考えていきたいと思います。

第２弾は、地域との連携プラス市民参加企画
今まさに、地域連携の第２弾を企画中ですが、今回はさらに市民参加企画にもなっていて、５名の
ママたちと会議を重ねています。小学生のお子様を持つママたち５人からは、親子の絆を深められ
るような様々なアイデアを出してもらっています。そうそう、この都城のママグループをmamma
miya!（マンマミーヤ！）と呼んでいます。近いうちに、mamma miya!と地域の連携企画を発表し
ますので、楽しみにお待ちください。
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event schedule

e

イ ベ ント ス ケ ジュー ル

※ここに記載されている情報
は12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。）
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January

子どもと大人のための
ステージVol.3

マチクイの詩

●日時／1月11日㈪ 14：00
●会場／中ホール
●料金／一般1800円・学生900円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140

「ゆずり葉」上映会
●日時／1月24日㈰ 14：00
●料金／大人1,200円・中高生800
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
都城市聴覚障害者協会
☎0986-26-6064（FAX）

冬コンサート
●日時／1月17日㈰ 14：00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
マーキュリー幼児園 ☎0986-26-0405

スプリングコンサート
●日時／1月24日㈰ 9:50
●料金／300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

都城ときめき大学
講演会
●日時／1月19日㈫ 18：25
●会場／大ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城ときめき大学 ☎0986-21-2112

都城市青少年健全育成市民大会

都城市家庭教育振興大会
●日時／1月29日㈮ 10:00
●会場／中ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市生涯学習課
☎0986-23-9545

都城市民劇場第70回例会

前進座
「出雲の阿国」
●日時／1月31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
☎0986-21-8082
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February

都城ときめき大学
講演会

おとうさま、おかあさま
感謝のつどいリズム発表会

平成21年度ブロック別
民生委員・児童委員研修会

●日時／2月6日㈯ 13：25
●会場／大ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城ときめき大学 ☎0986-21-2112

●日時／2月6日㈯ 9：30
●料金／無料 ●会場／中ホール
●お問い合わせ先
社会福祉法人アソカ園アソカ保育園
☎0986-24-0450

●日時／2月12日㈮ 13:30
●会場／中ホール
●料金／関係者
●お問い合わせ先
都城市福祉課 ☎0986-23-2980

第45回
都城市民音楽祭

宮崎県IM（都市連合会）

アソカ幼稚園
学習発表会

●日時／2月14日㈰ 13：30
●会場／大ホール
●料金／500円
●お問い合わせ先
都城音楽協会事務局（田口）
☎090-2504-5858

●日時／2月14日㈰ 10:00
●料金／ 無料
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
都城北ロータリークラブ
☎0986-25-0834

第13回都城市民
吹奏楽団演奏会

第28回幼児の能力
コンサート

●日時／2月21日㈰ 13:30
●料金／500円（小学生以下無料）
●会場／大ホール
●お問い合わせ先
都城市民吹奏楽団（新森）
☎080-3991-6155

●日時／2月21日㈰ 13:00
●料金／無料
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
エーデルワイス幼保園
☎0986-52-5834

●日時／2月20日㈯ 9:00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
学校法人アソカ学園アソカ幼稚園
☎0986-23-7505

が〜まるちょば

サイレントコメディー
ＪＡＰＡＮＴＯＵＲ 2010

●日時／2月25日㈭ 18:30
●料金／全席指定席・4500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

都城島津邸
オープン記念イベント

「島津のこころ」
●日時／2月28日㈰ 14:00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
NPO法人都城歴史と文化のまちづくり会議
☎0986-23-1968
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MJ 友の会 法 人 会 員 の ご 紹 介
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。
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。

法人会員特典ております。

■事業内容

下記の特典をご用意し
法人会員には、

● チケット先行販売

般発売に先がけて、
自主事業のチケットを、一
お買い求めいただけます。

● 招待券プレゼント

す。枚数は、会員種類
MJ主催の公演にご招待しま
い合わせ下さい。
によって変わりますので、お問

JR都城駅から徒歩３分の好立地にあり、
レストラン、
岩盤浴施設を備えるグリーンホテルさん。
シェフが作
る料理は絶品！ケータリングでお世話になってます♪

CM 広告
● 大型ビジョン等での
等で、企
外大型ビジョン
ホール創作練習棟の屋
・静止画可）
業のCMを放送します。（動画

● ハーモニー広告掲載

社ずつ掲載します。
このページの形で、毎号数
のサイズが異なります）
（会員種類によって広告

い。
財団までお問い合わせ下さ
は、
※法人会員についての詳細

地元に密着したホテルとして、
ウエディング・宴会・宿
泊・岩盤浴等々、
「楽しい・おいしい・うれしい」を提供
しております。
■MJに期待すること

今や都城の中心的存在として、多種多様のイベント
開催等、大いに地元に貢献されていらっしゃいます。
これからも地元はもとより、県内外のお客様にも都城
を満足していただけるよう、私共もMJとしっかり連携
していければと思っております。
■ DATA
［所在地］宮崎県都城市栄町27-2-1
［電 話］
（0986）25-6111 ［社員数］52人
［設 立］昭和54年12月 ［代表取締役］徳留 良弘
［ U R L ］http://www.0986green.com/

より安全に、
より美しい空間を

幅広い業務展開で、顧客のニーズに応えてくれる、つ
やげんさん。当ホール建物管理と警備をお任せしてい
ます。いつも快適な環境を保って下さってありがとうご
ざいます。

堀之内芳久社長は都城観光協会の会長も務め、地域
の 発 展に尽 力されています。ベーカリーキッチン
SAKURAの人気も定着し、
とても身近に感じられる企
業です。

■事業内容

当社は南九州一円にエリアを持つビル総合管理会
社です。
建物清掃維持管理（常駐・定期・臨時）
建築物環境衛生管理（空気・浄水槽・水質・害虫駆除
電気・空調・消防設備等の保守管理
警備保障・人材派遣

■事業内容

土木工事だけでなく、建物のことや個人住宅、解体工
事などもお任せ下さい。総合力を結集しチカラを合
わせてお客様の満足にお応えします。

リニューアル後の「MJハーモニー」のデザインをお任
せしています。最近、都城の情報発信基地として
「都城
メルマガサイト」
を立ち上げ、地域を盛り上げようとが
んばっていらっしゃいます。
■事業内容

創業60年！蓄積されたノウハウと技術力で皆様に役
立つ印刷会社として、あらゆるニーズに応えて参りま
す。皆様のよきパートナーとなれることを願って！
！
■MJに期待すること

■企業の地域貢献について

私たちは地域の繁栄なくして企業の繁栄はないと考
えています。地域の祭りやイベントへの参加、学校の
奉仕活動、沿道のゴミ拾いなど環境美化のボランテ
ィア活動を積極的に行っています。今後も活動の場
を広げ、地域の皆様に貢献できればと思っています。

文化は人を作り地域を育てると言われます。
この素晴らしいホールに来都されたアーティストや
講演者の皆様は、ほめて下さいます。
しかし、集客数
が少ないとその方に対しての申し訳なさと、
もったい
ないが交錯します。都城圏域の皆様が参加出来る施
策と、広報、
アナウンスがもっともっと響き渡り、MJで
の文化事業がさらに発展されることを祈っています。

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市宮丸町3048-1
［電 話］
（0986）25-2828（代）
［社員数］308人
［設 立］昭和48年7月
［代表取締役］小田 賢一

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市上長飯町5427-1
［電 話］
（0986）22-3362 ［社員数］200人
［設 立］昭和36年
［代表取締役］堀之内芳久
［ U R L ］http://www.oyd.jp/

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市東町18-1
［電 話］
（0986）22-2111 ［社員数］35人
［設 立］昭和25年4月
［代表取締役］中村 かよ
［ U R L ］http://www.bunsho.co.jp/

■企業の地域貢献について

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」に、当社としても、MJ友の会会員特典を利
用させていただき大変お世話になっています。今後
も、地域発展のために共に取り組んでまいります。

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。
＜メセナ会員＞住友ゴム工業株式会社宮崎工場 ＜法人会員＞株式会社サニー ・ シーリング 株式会社文昌堂 霧島酒造株式会社 株式会社都城北諸地区清掃公社 カヤバシステムマシナリー株式会社
医療法人明和会 宮田眼科病院 都城ロイヤルホテル 株式会社都城印刷 久保産業株式会社 株式会社ワールドトラベル ホテルウイングインターナショナル都城 新洋海運株式会社 東和建設工業株式会社
南日本酪農協同株式会社 都城グリーンホテル 株式会社トーア 都城ヤクルト販売株式会社 都城ステーションホテル つやげん九州株式会社 吉原建設株式会社 宮崎ビルサービス株式会社
株式会社アイワホール 大淀開発株式会社 株式会社システム ・ ナイン 有限会社都城新生社印刷 社会福祉法人大淀福祉会わかば
至宮崎 ↑
都城I.C

↑ 至宮崎

第２駐車場

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。

市営都城駅北駐車場
都城駅

駐 車 場

269
●ガスト

元気湯●

●松石酒店

ホテルウィング
インターナショナル都城●

10

ロイヤルホテル●
神柱公園

●イオンモール
MiELL都城駅前

●UMKスイミング
第1駐車場
都城市総合文化ホール

↓至鹿児島

自主発行機関誌「MJハーモニー」

至三股→

収容台数

第1

169台

第2

158台

都城駅北

約80台

神柱公園

約100台

駐 車 料 金

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。
サービス券対応
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。
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