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音楽でもりあがろう。
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特集 MJ
STAGE

子どもと大人のためのステージ

子どものうちから本物のステージを体験させたい。
そして、子ども向け過ぎない内容で大人も一緒に楽しみたい。
そんなお客様の声からラインナップするのが 子どもと大人のためのステージ です。

宮川彬良＆
アンサンブル･ベガ
ウットリ美音に酔い、
ムハハと笑い転げる
「幸福一直線」

子ど
大人 もと
のた
ステー めの
ジ

Vol.4

(C)OFFICE VEGA

アキラさんがやってくる！ＮＨＫ教育テレビ「クインテット」で子どもから大人まで大人気のアキ
ラさんが、番組の演奏を担当する「アンサンブル･ベガ」とおおくりする、笑いあり、涙あり、
帰り道はみんなニッコリのエンタテイメント・ショー！
「宮川彬良＆アンサンブル・ベガ」
1998年、阪神・淡路大震災の後、人々がもう一度明るい笑顔を取
り戻すことを願い、宝塚ベガ･ホールで結成。09年までに15回の
定期公演を行う。NHK教育TV「クインテット」でお馴染み「アキラ
さん」
（宮川彬良）のピアノとわが国を代表する名手8人によるアン
サンブル・ベガ。
近年はNHK教育TV「クインテット」の演奏を担当していることで
も知られ、宮川彬良による極上のアレンジと洒脱なトーク、厚み
と繊細さを兼ね備えた表情豊かなアンサンブルが「８人なのに
オーケストラの音がする！」
「まるでエンタテインメント・ショーを
見ているよう」
とクラシック・ビギナーから耳の肥えたファンまで
幅広い層から支持を受けている。
05年、兵庫県芸術文化協会より、優れた活動を評価され「坂井時
忠音楽賞」を受賞。
07年、
１ｓ
ｔアルバム及びライブＤＶＤをリリース、
０９年4月には２
ndアルバム「愛の練習〜涙と微笑みのための８章」をリリースし
た。
http://www.oﬃce-vega.net/

期待の声

チケット発売初日に並ばれた
友の会会員の方にお聞きしました。

●「お盆に帰省する孫のために買いに来ました」
（吉之元町・中野様）
●「アキラさんの無言の動作が面白くて
『クインテット』
をずっと見ていま
した。楽しみにしています。
」
（松元町・中村様）
Concert Data
●日時／2010年8月15日㈰
※公演時間約70分・休憩なし
●開演／15：00（開場14：30）
●会場／都城市総合文化ホール 中ホール
●料金／全席指定 大人3,000円
学生1,500円 ＊好評発売中
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：89977
■チケットぴあ Ｐコード：107-806
※3歳未満入場不可
※学生券は3歳〜高校生まで。
※託児サービス有。直接お問い合わせ下さい
（公演10日前までに要申込。有料。）
※ＭＪ友の会1会員につき１枚まで500円割引
（学生券除く）。
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(C)OFFICE VEGA

飛ぶ劇場
「睡稿（すいこう）、銀河鉄道の夜」

原作／宮沢賢治
作・演出／泊篤志

〜あの日の午後、ぼくは教室でうたた寝をしていた 旅に出ていた、ほんとうのさいわい をさがしに〜
役者の吐息も聞こえる程の近い距離で
演劇の醍醐味を味わおう。
観客参加型のお芝居をぜひ体感してください。

子ど
大人 もと
のた
ステー めの
ジ

星祭の夜、ジョバンニはいつの間にか銀河鉄道に乗り、親友カ
ムパネルラと銀河を旅する…。飛ぶ劇場版「銀河鉄道の夜」
は、教室でうたた寝するジョバンニを、同じく教室のイスに
座った観客(＝クラスメイト)が見守ります。そしてアフリカン
パーカッションのリズムに乗り、いつの間にか登場人物たちと
観客が一体となって、 ほんとうのさいわい を探して銀河を
旅するのです。

Vol.5

出演／寺田剛史 大畑佳子 木村健二 葉山太司 鵜飼秋子
演奏／Aji(劇団AFRICA) 現地ゲスト／永山智行（劇団こふく劇場）
リンクするアート
［現代美術編］
（本公演に合わせ、異分野の芸術を紹介する企画です）都城在
住の数学美術家・早川直己さんによる「銀河」をイメージした作品を展示いたします。
詳しくは
公演チラシ、MJホームページでご確認ください。

Concert Data
●日時／2010年８月23日㈪ ●開演19：30（開場19：00）
●会場／都城市総合文化ホール 大ホール特設小劇場
●料金／全席自由 大人券2,500円 学生券（小学生〜大学生）1,500円
＊好評発売中 ※未就学児入場不可
※託児サービス有、直接お問い合わせ下さい（公演10日前までに要申込。有料。）

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：82010

撮影：高橋克己

栗コーダーカルテット コンサート
子ど
も
大
人の と
「笛ピクニック」
ため
の
ＮＨＫ教育ＴＶ
「ピタゴラスイッチ」等テレビ・映画のサントラ、CMにも
多く起用され、大人気の 栗コーダーカルテット がＭＪに！
まるでピクニックのように、楽しくて癒されるコンサートです。

ステー

ジ

Vol.6

リコーダーやウクレレなど、音色は懐かしく耳に馴染むのに、楽曲
は間違いなく新しい。心が弾む楽しい楽曲の数々は、
コンサート
の帰り道に口ずさみたくなるばかりか、その日からしばらくは頭
の中をループしてしまうことでしょう。
会場に来た人だけが楽しめるのが、超自然体のMC（トーク）
です。
リラックス感が増します。あ、でも、自然体のまま高度な演奏をし
てしまう姿は大人のカッコよさを感じます。可愛くもあり、
カッコ
よくもあり、それが栗コーダーカルテットの不思議な魅力。大人も
子どもも演奏者も、会場みんなで盛り上がりませんか？
映画「クイール」、
ＮＨＫみんなのうた「PoPo Loouise」なども人気を博した。2005年にカ
バーしたスター・ウォーズ「帝国のマーチ」のヒットで多くのメディアに取り上げられ、その
後も「ウクレレ・ジブリ」など様々なカバーアルバムに参加している。

Concert Data
●日時／2010年9月12日㈰ ●開演15：00（開場14：30）
●会場／都城市総合文化ホール 中ホール
●料金／全席自由 大人券2,000円 子ども券（３歳〜高校生）1,000円
＊好評発売中 ※２歳以下入場不可
※託児サービス有、直接お問い合わせ下さい（公演10日前までに要申込。有料。）

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：82011 ■チケットぴあ Ｐコード：110-739

栗原正己
（くりはらまさき）
：リコーダー、
ピアニカ他
川口義之
（かわぐちよしゆき）
：リコーダー、
サックス他
近藤研二
（こんどうけんじ）
：リコーダー、
ギター他
関島岳郎
（せきじまたけろう）
：リコーダー、
テューバ他
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①内之八重忠光さん②75歳③
鷹尾町④駐車場整理⑤駐車場
整理業務（仕事）⑥名前から文
化ホールは敷居が高いイメージ（服
装も正装でないといけないのではと
思っていた）だが誰でも気軽にいけ
るホールと思った。⑦ホール内で
座って舞台を見たら、都城ではな
い他の場所に来た様な気になる。
（都会的な空間）⑧歌謡曲⑨お
客様には誰でも心よく帰ってもらう
ことができるよう、対応を心がけて
おります。

都城市総合文化ホールを訪れるお客様はコンサートに来館する人だけではなく
会議やバンド練習いろんな活動で利用されるお客様がたくさん
いらっしゃいます。今回はそのようなＭＪを訪れる人にスポットを当てて、
インタビューを行ってみました

9個の
Question

①お名前 ②年齢 ③お住まい ④職業 ⑤ご来館理由 ⑥ホールの第一印象
⑦MJ ホールの好きなところ ⑧好きな音楽 ⑨ひとこと

①古田清実さん②21歳③年見町④学生（みどりの会）⑤見
学（散歩）⑥個性的でデザインがオシャレ⑦中庭などがありホッ
とできる⑧洋楽⑨みなさんも見に来るといいですよ。

①奥野史恵さん②24歳③金
田町④会社員⑤撮影会⑥内
装がきれい⑦用途にあった部
屋があること⑧アニソン（アニメ
ソング）⑨綺麗で使いやすいと
思います。

①梯 忠大さん②39歳③北原町④理容室・美
容室経営⑤創作室でのカットの勉強会⑥大き
い！！⑦隣にある神柱公園の自然との調和⑧音楽
はどのジャンルも好きです♪⑨充実した設備がたく
さんあり使いやすいです。みなさんもどんどんMJホール
を利用して楽しんでみては？
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①紗樹さん②21歳④ダンス講師⑤
ストリートダンスレッスンのため⑥とて
もキレイで大きい⑦親切な接客⑧
HIPHOP、R&B⑨これから都城をどんど
ん盛り上げて下さい。

①田熊 昭さん②59歳③都北町④ホテル
経営⑤会議⑥近代的⑦建物のライン⑧
ジャズ⑨MJホールを利用するのは3回目です。
とてもきれいで気に入っています。

①乗峯祐助さん②29歳③山
之口町④フラワーアレンジメ
ント講師⑤フラワーアレンジメ
ントを行うため⑥設備や外観
がきれい⑦マルチギャラリーか
ら一望できる神柱公園の風
景⑧MJ（マイケルジャクソン）
⑨毎週金曜日に明るく楽し
いメンバーでフラワーアレンジを
行っています。飛び入り見学も
OK！興味のある方は是非遊び
に来て下さい！！
①飯干裕之さん②51
歳③蓑原町④講師
⑤合唱団のレッスン⑥
ホールが造られる前か
ら関わっていたのです
が、フタを開けてみる
と、予想以上に素敵
なホールでした。⑦とて
も響きが良いと思いま
す⑧児童合唱＆石川
ひとみ⑨大ホールも中
ホールも使っています
が、全国に誇れるすば
らしいホールです。交流
で来られた他県の団
体さんもみなさん驚か
れますよ。

①Ｄirectors5さん③都城市＆三股町＆日向市⑤アンサ
ンブルの練習⑥明るい⑦交通の便がよい⑧松田聖子⑨
またよろしくお願いします。

①浅野隆志さん②59歳③高
城町④講師⑤施設利用⑥
ゆったりとしている⑦音響が良
い⑧ジャズ⑨より利用しやすい
施設にして頂けるといいですね。

①YOUミュージックスクール井ノ上智宏さん②27
歳③清武町④ドラム講師⑤ドラム教室で練
習室3をお借りしています。⑥とてもキレイで設
備がすばらしい⑦スタッフのみなさんの笑顔と明
るさ⑧ジャパニーズロック⑨素敵な雰囲気のMJ
さんでこれからもドラム教室をさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いします。
①ビーナイン⑤合唱練習⑥音響もとても良くあたたかみを感じます⑦練習室の大きさ
もちょうど良く使いやすいです。 空調代もとても安いのがうれしいですね。⑧主にクラッ
シク音楽で、ベートーヴェンの第九「喜びの歌」はライフワークとして歌っています。⑨都城
で第九の演奏会を開いてほしいですね。みんなでひとつになる感動をこの都城でも。
★合唱練習会員募集中です！！★

☆ご協力頂いた皆様ありがとうございました。
またのご来館お待ちしております。
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まちとMJホール

今年は、口蹄疫の早期終息を願い「献灯祭」のみ斎行される予定です。

INFORMATION
先月号ハーモニー 23 号Ｐ5（クイズに答えて「細坪君と三浦君」＆「爆笑バトルライブ」メンバーのサイン色紙を
ゲットしよう !）クイズ問題の答え
答え

1／1番

2／1番

3／3番

4／2番

5／1番

6／3番

7／2番

8／2番

☆サイン色紙のプレゼントにご応募頂き、誠にありがとうございます。賞品の発送をもって当選発表に代えさせて頂きます。

お詫びと訂正
先月号ハーモニー 23 号におきまして、記載に誤りがありました。ここに謹んでお詫びさせていただくとともに、
下記のように訂正いたします。
Ｐ2 でご紹介した服部克久終身名誉館長就任記念コンサートの冒頭文「３月２日㈫に…」
誤 「３月２日㈫に…」
5

正 「２月 27 日㈯に…」

event schedule

e

イ ベ ント ス ケ ジュー ル
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July

都城ときめき大学
講演会
●日時／7月4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

※
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。）

コスミックバレエ
ファンタジー

●日時／7月17日㈯ 14:00
●会場／中ホール ●料金／500円
●お問い合わせ先
社会福祉法人 光生会
都城子ども療育センター ひかり園
☎0986-23-9566

●日時／7月18日㈰ 16:00
●会場／大ホール
●料金／1,000円
●お問い合わせ先
コスミックバレエスタジオ
☎0986-25-9601

公演延期

都城市民劇場第73回例会
エンジェルス・バレエ
松竹特別公演 清＆直美 テアトルエコー「フレディ」 サマーコンサート
MRTテレビ開局50周年記念

●日時／7月19日㈪ 昼の部13:30・夜の部18:00
●会場／大ホール
●料金／全席指定
ＳＳ席7350円・Ｓ席6300円・Ａ席5250円
●お問い合わせ先
MRT宮崎放送 ☎0985-27-6619

●日時／7月20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

Play On Passion
冴咲賢一 廣田奈緒子
エレクトーンコンサート

夏休みふれあい
映画祭

●日時／7月27日㈫ 19:00
●会場／中ホール
●料金／大人2,800円・子供1,800円（小学生以下）
親子4,000円
●お問い合わせ先
株式会社 西村楽器 都城店 ☎0986-24-2156
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●日時／7月25日㈰ 14:30
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
エンジェルス・バレエアカデミー
☎0986-22-2284

●日時／7月30日㈮ 14:00
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市教育委員会 生涯学習課
☎0986-23-9545

公演中止

August

第34回全国高等学校
総合文化祭

都城市戦没者・
空襲犠牲者合同追悼式

第20回グレンツェンピアノ
コンクール予選

●日時／8月3日㈫・4日㈬ 9:00
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
全国高等学校総合文化祭
宮崎県実行委員会 ☎0985-26-7597

●日時／8月6日㈮ 9:58
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所 福祉課
☎0986-23-2980

●日時／8月8日㈰ 10:30
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
グレンツェンピアノ研究会
☎0995-22-4158

公演延期

宮川彬良＆
アンサンブル・ベガ
●日時／8月15日㈰ 15:00
●会場／中ホール
●料金／全席指定・大人券 3,000円
学生券 1,500円（３歳から高校生以下）
●お問い合わせ先
都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140

第4回 あかりの会
●日時／8月22日㈰ 12:30
●会場／大ホール
●料金／1,000円
●お問い合わせ先
あかりの会
☎0986-39-6191

公演中止

飛ぶ劇場
「睡稿、銀河鉄道の夜」
●日時／8月23日㈪ 19:30
●会場／大ホール 特設小劇場
●料金／全席自由・大人券 2,500円
学生券 1,500円（小学生から大学生以下）
●お問い合わせ先
都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140

千葉大学合唱団創立60周年記念

平成22年度都城市民生委員
児童委員協議会合同研修会

都城ときめき大学
講演会

●日時／8月27日㈮ 18:30
●会場／大ホール
●料金／一般1,000円・高校生500円
中学生以下 無料
●お問い合わせ先
栗友会（桃川）
☎080-3399-1360
公演中止

●日時／8月27日㈮ 14:00予定
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所 福祉課 ☎0986-23-2980

●日時／8月28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

都城特別演奏会
※ここに記載されている情報
は7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。

ひかり園創立30周年記念映画会

「筆子その愛」記念上映

日本音楽部門

8月3 ・4
日

日

都城市総合文化ホール

入場
無料

お問い合わせ 第３４回全国高等学校総合文化祭宮崎県実行委員会
TEL0985-26-7597 FAX0985-26-7246 http://www.miyazaki-soubun.jp/

○［口蹄疫に伴う行事などの中止について］

こちらでお知らせしている催し物は、口蹄疫の拡散防止の為変更・延期・中止になる場合がございます。
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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。

芸術にも理解が深く、東京都交響楽団の弦楽四重奏コンサートを工場内の
大会議室で開催させて頂いたことがあります。
工場見学とコンサートをセットにし、地域の方々を招待したイベントで大盛況
でした。

■企業の地域貢献について

■事業内容

文化のまちづくりの拠点施設として、
今後も活力ある事業を通し、
市民へ元気
を与えられる場所であって欲しいと思います。

住友ゴム工業㈱宮崎工場は、世界トップレベルの生産性を誇るタイヤ専門工
場です。
「ダンロップ」
「ファルケン」
「グッドイヤー」の3ブランドの自動車用タイ
ヤを最新鋭の設備と技術を駆使して素材加工から完成まで徹底した品質管理
の下で高性能なタイヤを生産し、
国内はもとより世界中に供給しています。

住友ゴムグループは、100年間の歴史で築きあげた技術や経験を活かし、地
球環境の未来のために新たな価値創造に挑戦していきます。
■MJに期待すること

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市都北町3 ［電話］
（0986）38-1311
［社員数］約1,700人 ［設立］昭和51年11月
（宮崎工場） ［工場長］藤本紀文
［ＵＲＬ］http://www.srigroup.co.jp/

都城市総合文化ホールは、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 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 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 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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〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106 番地 100 TEL 0986-23-7140 FAX 0986-23-7143 E-mail:mjhall@0986.jp http://www.0986.jp/mbunka/
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