MJ ハーモニー

Vol.22

March 2010

四 弦 が 咲 か す、
その 花 は ジュリアード

〜MJへの扉〜 The DOOR Vol.5

劇団東京ヴォードヴィルショー第64回公演

無頼の女房
〜MJへの扉〜 The DOOR Vol.6

第15回宮崎国際音楽祭スペシャルプログラム MRTテレビ開局50周年記念

ジュリアード弦楽四重奏団演奏会
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

〜MJへの扉〜

The
DOOR
Vol.5

よく笑い、よく泣く―そんな都城のお客様に、きっと喜んでいただける作品。
佐藤Ｂ作、あめくみちこらの実力派劇団がＭＪ初登場！
佐藤Ｂ作さんを始め実力派の役者が揃う劇
団東京ヴォードヴィルショーは、誰もが楽し
める喜劇を中心に提供し続けてきた「絶対に
ハズレがない」と言われる劇団です。あめく
みちこさんなど、テレビでもお馴染みの顔も
私たちに安心感を与えます。
客演として参加の井之上隆志さんは都城出
身！（手前から２人目）多くの俳優や演出家
から絶対的な信頼を寄せられている役者で、
中村勘三郎さんご指名で歌舞伎座に出たこ
とも話題となりました。ＴＢＳ系列「渡る世間
は鬼ばかり」では、おやじバンドのメンバー
として佐藤Ｂ作さんとも共演しており、舞台
に映像に、様々な役柄をこなす名優です。
脚本・演出の中島淳彦さんは、今や日本で
一番忙しい劇作家かもしれません。人情喜
劇に定評があり、文学座や青年座、松竹や
東宝などからも依頼を受ける売れっ子で
す。ちなみに中島さんは日南出身。何かと宮
崎に縁が深いこの公演で、演劇の魅力を多
くの人に 届 ける べく、チ ケット代 は一 般
3,500円/学生1,500円にしました。都城
のお客様はとってもお得ですよ！

劇団
東京ヴォードヴィルショー
第64回公演

無頼の
女房
『無頼の女房』昭和の中ごろ、無頼派の小説家・坂口安吾をモデルにした作
品。酒・女にまみれた小説家とその妻の激しくて切ない男と女の愛の物語。
【作・演出】中島淳彦
【出 演】佐藤Ｂ作 石井愃一 市川勇 山口良一 たかはし等
あめくみちこ まいど豊 京極圭 金澤貴子
【客 演】斉藤清六 大西多摩恵 井之上隆志 土屋裕一
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「無頼の女房」 Data
日時／４月25日㈰
開演／15：00
都城市総合文化ホール 大ホール
料金／全席指定 一般3,500円 学生1,500円（大学生以下）
友の会会員は１枚のみ500円引 当日券は500円UP

写真：加藤孝

アメ リ カ を 代 表 す る ジ ュ リ ア ー ド 弦 楽 四 重 奏 団

〜MJへの扉〜

The
DOOR
Vol.6

第15回宮崎国際音楽祭スペシャルプログラム

MRTテレビ開局50周年記念

ジュリアード
弦楽四重奏団演奏会
©Vanessa Briceño-Scherzer

盆地に宮崎国際音楽祭の風を。
今年で15回目となる宮崎国際音楽祭。そのスペシャルプ
ログラムとして、
ジュリアード弦楽四重奏団の都城公演が
開催されることになった。宮崎市内では、ストリート音楽
祭など、街中での演奏会も行われ、市民にも馴染み深い恒
例イベントとなっているが、市外を出ると音楽祭の熱気も
伝わりにくいのが正直なところ。そこで県内各地、時には
県外に飛び出してサテライト公演を開催していて、内容も
「スペシャル」だ。地方公演ではなかなか実現が難しいビッ
グネームの出演者と、破格のチケット料金がその大きな魅
力。学生料金もあるので、
ぜひ親子でも楽しんでもらいたい。
Concert Data
日時／2010年4月26日㈪
開場／開演19：00（開場18：30）
会場／都城市総合文化ホール 中ホール「あさぎり」
チケット／全席自由 一般2,000円 学割（小〜大学生）1,000円

アメリカの至宝
「ジュリアード・カルテット」
の響き。
ジュリアード弦楽四重奏団は、1946年、アメリカ・ニュー
ヨークにあるジュリアード音楽院の教授らによって結成さ
れた。明快な構成力と音色の美しさ、完璧なアンサンブ
ル、卓越した統一感のある演奏を特色とし、ベートーヴェ
ン、シューベルトなどの古典音楽から、バルトーク、エリ
オット･カーターなどの現代音楽まで幅広いレパートリー
を持ち、50年以上もの間、アメリカを代表する弦楽四重
奏団として活躍している。
前任者の引退により、2009年から、30代半ばの若きニッ
ク・イーニットが第1ヴァイオリンを担当。メトロポリタン歌
劇場のコンサートマスターを務めた気鋭のヴァイオリン奏
者である。
新しいメンバーを迎えたジュリアード弦楽四重奏団が、ど
んな音色で我々を魅了してくれるのか。この機会に、ぜひ
極上の音楽を体感してみよう。

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 ※電話予約は、MJ友の会会員のみ
■メディキット県民文化センター チケットセンター 窓口・電話受付 9：00〜20：00（月曜休館）
（0985）28-7766
■西村楽器店 （0985）24-4141 ■宮崎山形屋 （0985）31-3202 ■宮交シティ （0985）51-1311 ■ボンベルタ橘 （0985）26-4241
■イオンモール宮崎 （0985）60-8236 ■チケットぴあ
0570-02-9999【Pコード： 348-304】
※未就学児童入場不可 ※学割は、入場時に学生証の提示をお願いします。 ※託児を予定しておりますので直接お問い合わせ下さい（有料／公演10日前までに要申込）。
※MJ友の会会員割引はありません。
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今もっとも旬な若手芸人大集合！

特集 MJ
STAGE

お笑いブームは依然衰えることなく、テレビでは芸人たち
がシノギを削っている。東京や大阪では、常設のライブ小
屋があり、気軽に漫才やコントを楽しめるが、地方では生
のライブを見る機会は少ない。ＭＪでは、これまでも「週
末よしもと」や「吉本新喜劇」などの公演を行ってきた
が、2010年も旬の笑いをお届けする。宮崎出身・長友光
弘のおデブキャラで人気の「響」にも注目！

爆笑
バトルライブ
BAKUSYOU
battle live
in MIYAKONOJO
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ナイツ
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ん
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迷調子
メタボの
メダマと

三拍子

仙台か

らきたヒ
ットマン
サンドウ
ィッチマ
ン

Live Data
日時／2010年4月11日㈰
開場／〔１回目〕開演11：30（開場11：00）
〔２回目〕開演14：30（開場14：00）
会場／都城市総合文化ホール 大ホール「きりしま」
チケット／全席指定 3,500円
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）
※電話予約はMJ友の会会員のみ
■ローソンチケット 0570-084-008【Lコード：87489】
■チケットぴあ 0570-02-9999【Pコード：401-468】
■イープラス http://eplus.jp（パソコン・携帯）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※託児を予定しておりますので直接お問い合わせ下さい（有料／公演10日前までに要申込）。
※MJ友の会1会員につき1枚まで500円割引。
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シスト
のナル
勘違い

孝
狩野英

爆笑！
おデ
ブコ
ント

響

声のワークショップ

日常生活の中で、
「声」はとても重要なツールだけれど、楽しむ ツールとしての「声」は、
カラオケボックスの中でしか味わえないと思っていませんか？
「わたしの声って、
こんな音も出せるんだ」
あなたの声を、
もう一度見直してみましょう。そして、
たくさんの声でホールを満たして下さい。
この倶楽部は、あなたの「楽しむ声」を待っています。

♫

自分の声を

好きになる

こと
会の
活動を通して、新しい自分を発見すること。
設立目的
の底から楽しむこと。
みんなで歌ってココロ

♪
資格

と。

あるこ
が好きで

歌

♪
規則

を

自分

ずに

ら
しが

と。

るこ

す
主張

ずか
、恥
しむこと。
を出して楽
声
り
き
い
活
思
時間を守ること。
は
動中

うた
倶楽部

会費

顔
気と笑
のやる
あなた
（参加無料！）

♬

＜お申し込み方法＞メール・ＦＡＸ・ハガキ・来館にて、下記までお申し込み下さい（先着順）。
その際、①参加希望講座、②お名前、③年齢、④性別、⑤連絡先をお知らせ下さい。
〒885-0024 都城市北原町1106-100 FAX(0986)23-7143 E-mail／mjhall@0986.jp「MJうた倶楽部」係

program1
プログラム

ゴスペル
〜心の声を歌に

プログラム

２回

全

日時：①3月14日㈰ 13：0
0〜14：30
②3月21日㈰ 13：00〜
14：30
会場：都城市総合文化ホー
ル 練習室1
（創作練習棟1F）
講師：Whoopin（宮崎ゴスペ

ルクワイア主宰）

対象：高校生以上
定員：20名

※定員に満たない場合は、
内容を変更して
実施しますのでご了承下さ
い。

明日への希望や祈りそのも

のであるゴスペル

の歌詞を、各人の体験と結

びつけて理解し、

「自らの魂から発する歌」

として歌えるよう

に練習するワークショップ

です。

program2

カラダは
音の宝石箱

全

1回

：00〜16：00
日時： 3月28日㈰ 14
ホール 練習室1
会場：都城市総合文化
（創作練習棟1F）

ーカッション奏者）
講師：上之園謙治（パ
教室システム講師）
川畑智子（ヤマハ音楽
対象：高校生以上
定員：20名
楽器。カラダひとつ
わたしたちのカラダは
るんです。そんなスバ
で、いろんな音が出せ
いなんて、もったいな
ラシイものを楽しまな
が飛び出すか、試して
い！いったいどんな音
みませんか。
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MJホールの

創作練習棟を
使ってみませんか？
会議室1・会議室2・ワークルーム
●会議室1／広さ68.5畳 定員72人 ●会議室2／広さ18畳 定員12人
●ワークルーム／広さ38.8畳 定員36人
会議室1・ワークルームは、会議、セ
ミナー、研修会等での利用に最適
です。会議室2は、小規模での会議、
採用試験、面接等でのご利用がで
きます。
プロジェクター、
スクリーン
などの備品の貸出しも行っており
ます。

創作室
ワークルーム
練習室3

会議室1

練習室2

練習室1

会議室2

ワークルーム

和室

会議室2

●広さ39畳 定員40人
茶道・華道の練習や集会などに最
適です。着物など各種展示会にもご
利用できます。

和室
創作
練習棟
1階

創作
練習棟
2階

利 用 者 の 声

★清潔感があり気持ちがよく明るいです。
(会議室2)
★静かで清潔なのでとてもよい雰囲気で使
用できます。
（ワークルーム）
★机や椅子がたっぷり用意されていて急な人
数の増加にも対応できます。
（ワークルーム）
★ドラムのシンバルが豪華でした。
（練習室2）
★響きがおさえられているので少人数の練
習に適しています。
（練習室3）
★音響装置の操作が少なく初心者の方でも
使いやすいです。
（練習室３）

練習室2・3
●練習室2／広さ 50畳 定員10人
●練習室3／広さ15.6畳 定員 5人
遮音性に優れておりドラムセット、ギター・
ベースアンプ（別途料金）などを配置し、バ
ンドの練習に最適です。
トランペットやサッ
クスなどの個人練習にもご利用できます。

練習室1

利 用 の 際 は

ここで紹介した施設の用途以外にもいろん
な利用方法があります。手続きも簡単なの
で気軽に利用してみてください!!

●広さ73.1畳 定員30人
音楽や演劇の大人数の練習などに
最適です。グランドピアノ
（別途料
金）使用可能です。発表会やワーク
ショップのご利用もあり、仮設ス
テージも組むことができます。

※都城市総合文化ホール受付カウンターに、利用許可申請
書を持参するか、都城市文化振興財団あてにファックスで
送信してください。 利用許可申請書は、ホール１階受付カ
ウンターにあります。または、財団ホームページよりダウ
ンロードしてください。郵送希望の場合は、80円切手と住
所・氏名を明記した封筒をお送りください。

創作室
●広さ45.5畳 定員36人
美術、工芸関係の創作活動にぴっ
たりのお部屋です。フラワーアレン
ジメントなどの講座、研修会にもご
利用できます。お部屋に水場も設置
しております。
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会議室1

都城市総合文化ホールまで
〒885-0024 都城市北原町1106 番地100

電話0986-23-7140 FAX 0986-23-7143
※1畳=1.652㎡（和室のみ1畳=1.54㎡）

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2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。）

3

March

細坪君と三浦君
第４回西小学校
LIVE2010「50 sCafe」 吹奏楽部定期演奏会
●日時／3月6日㈯ 18:00
●会場／中ホール
●料金／全席指定3,500円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

都城西高等学校吹奏楽部
第8回定期演奏会
●日時／3月14日㈰ 14:00
●会場／大ホール ●料金／400円
●お問い合わせ先
宮崎県立都城西高等学校（谷口）
☎0986-23-1904

●日時／3月7日㈰ 13:30
●会場／大ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市立西小学校（長沼）
☎0986-22-4319

尾崎紀世彦
プレミアムコンサート
●日時／3月18日㈭ 19:00
●会場／大ホール
●料金／全席指定・Ａ席5500円・Ｂ席5000円
●お問い合わせ先
ＭＩＮ－ＯＮ宮崎 ☎0985-27-8941

第42回都城工業高等
専門学校卒業式
第７回都城工業高等
専門学校専攻科修了式
●日時／3月12日㈮ 10:00
●会場／中ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
都城工業高等専門学校
☎0986-47-1107

辻井いつ子氏 講演会
●日時／3月19日㈮ 19:00
●会場／大ホール
●料金／往復ハガキによる申込（抽選）
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

都城ときめき大学
講演会

佐川由紀子ふるさと
チャリティーコンサート

都城心身障害児（者）
を守る会チャリティーショー

●日時／3月20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／3月20日㈯ 17:00
●会場／中ホール
●料金／自由席・2500円
●お問い合わせ先
ＳＡＷＡ音楽事務所 ☎045-753-1375

●日時／3月21日㈰ 12:00
●会場／大ホール
●料金／1000円
●お問い合わせ先
都城邦舞会 ☎0986-39-3915

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ
●日時／3月22日㈪ 14:00
●会場／大ホール
●料金／全席指定・S席5500円・A席5000円
●お問い合わせ先
株式会社鈴木企画 ☎0985-20-5010

Maruoka Presents音楽の贈り物

Voｌ.14タケカワユキヒデ 都城泉ヶ丘高等学校
吹奏楽部第8回定期演奏会
コンサート
●日時／3月28日㈰ 14:00
●日時／3月25日㈭ 18:30
●会場／中ホール ●料金／招待券
●お問い合わせ先
有限会社シー・アイ企画
☎0986-22-7356

●会場／大ホール ●料金／300円
●お問い合わせ先
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校
☎0986-23-0223

都城市民劇場第71回例会
幹の会＋リリック

「冬のライオン」

●日時／3月29日㈪ 18：30
●会場／中ホール ●料金／会員
●お問い合わせ先
都城市民劇場 ☎0986-21-8082
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April

都城ときめき大学
講演会
●日時／4月5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

劇団東京ヴォードヴィルショー

「無頼の女房」

●日時／4月25日㈰ 15：00
●会場／大ホール
●料金／全席指定 一般・3500円
学生・1500円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140

爆笑バトルライブin都城
●日時／4月11日㈰ １回目・11：30 ２回目・14：30
●会場／大ホール
●料金／全席指定・3500円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

アニメ映画６本立フェア
ちびまるこ等他５本
●日時／4月18日㈰
１回目・10：30 ２回目・13：30
●会場／中ホール
●料金／800円
●お問い合わせ先
富士映画 ☎092-922-2556

宮崎国際音楽祭スペシャルプログラム

ジュリアード弦楽四重奏団演奏会
●日時／4月26日㈪ 19：00
●会場／中ホール
●料金／全席自由 一般・2000円
学生・1,000円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140
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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。

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
自主事業のチケットを、一
お買い求めいただけます。

先がけて、

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

● 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。
、お問
ので
ります
変わ
によって

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

地域の皆様の笑顔に支えられ おかげさまで30年

MJのすぐお隣なので、宿泊・食事にも便利！
２Fの香港飯店も美味しくてオススメです！
！
■事業内容

宿泊、宴会のほかウェディング部門に
も力を入れており、チャペルや、都城唯
一の自社衣装（ブライダルサロンan）
も備えております。
また、地上８階のス
カイラウンジは、
ウェディングや各種パ
ーティに利用でき、人気の会場です。
■MJに期待すること

多目的ホールとして様々なイベントが行われ、年間
を通して沢山の方々が足を運ばれるMJ。地域文化の
振興とまちづくりを目的として設立されたということ
ですが、今後、様々なイベントでお越しになられたお
客様のためにも、私どもホテルも全ての面において
品質向上を図り、お客様の笑顔に触れることが出来
るよう努力して参りたいと思います。
■ DATA
［所在地］宮崎県都城市北原町1106-48
［電 話］(0986)25-0111
［社員数］41人
［設 立］昭和54年5月
［代表取締役］安福 隆
［URL］http://www.m-royal.jp/

快適空間をお手伝いいたします。

しょう

じゅ

もり

しょうじゅ

みやこ

ホール内外を隅々までキレイに保ってくださる力強い
味方・宮崎ビルサービスさん。来館者が気持ちよくホ
ールを利用できるよう、毎日念入りに清掃してくださっ
ています。いつもありがとうございます！

一歩、
トーアさんの事務所の中に入ると木の温もりを
感じます。
まるで一般家屋のような雰囲気なんですよ
♪ MJの公演チラシを壁に貼っていただいて、文化意
識の高さも感じる企業です。

系列の有料老人ホーム
「正寿の都」
で、
プロの演奏家
を派遣してのアウトリーチ（訪問公演）を開催するな
ど、MJの事業でもご協力頂いています。
また、様々な
アプローチで地域密着の事業展開を行なっています。

■事業内容

■事業内容

■事業内容

都城営業所設立から41年。建物環境衛生管理・清掃を
主とし、清掃用具販売・リースマット・エアコン洗浄・ハ
ウスクリーニング・建築工事竣工清掃・ジャイアントフ
ラワー事業（会場設営・テントリース）等、多彩な業務
でよりよい環境づくりのためにサポートします。

薬剤の加圧注入による木材の防腐・防蟻処理を主と
した木材加工業、
また大型商業店舗の開発をはじめ
とした総合建設業を営んでおります。
■MJに期待すること

■MJに期待すること

地元都城で憧れの、初めての感動のパフォーマンス
に出会えるMJ。人を育てるには大変な時間と労力を
要するといわれるなかで、今後もMJに文化事業を通
じ人育てのリーダーとして御期待申し上げ、我々もそ
のメンバーになれればと思います。
■ DATA
［所在地］宮崎県都城市北原町21-2
［電 話］(0986)22-3443 ［都城営業所社員数］58人
［設 立］昭和43年7月
［営業所長］安藤 正時

パナソニック耐震住宅工法、
リフォーム、差別化でき
る賃貸アパート・マンション（内外両断熱）、介護付有
料老人ホーム。常にお客様と時代のニーズを追い求
め、更なる挑戦を続けてまいります。

MJで行なわれるコンサートやイベント等々は、面白
そうなものが多く非常に楽しみです。以前は市外ま
で足を伸ばして観に行っていたアーティストを地元
都城で観られる喜び！今後も多くのアーティストが都
城でパフォーマンスしてくれると、
もっと楽しくなる予
感がします。
これからも都城を盛り上げていく大きな
文化拠点として応援しております。

人と人との繋がりが、希薄になりがちな現代におい
て、MJは人と人とをつなぐ大きな役割を果たすと思
います。都城市においてこれほど充実した機能をも
つ施設はありませんでした。MJを中心とした活動に
より、
まちの文化が守り育てられ、都城市の賑わいを
さらに生み出してもらいたいと思います。

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市早水町4500
［電 話］(0986)23-1051 ［社員数］33人
［設 立］昭和23年8月
［代表取締役］渡瀬 登
［URL］http://www.toa-gr.co.jp/

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市中原町32-1
［電 話］(0986)25-7000 ［社員数］250人
［設 立］昭和29年7月
［代表取締役］岩元 光男
［URL］http://www.yoshihara-c.co.jp/

■MJに期待すること

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●
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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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