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増田

黒木

弥生（メゾソプラノ）

真弓（ソプラノ）
松元美裕子（ソプラノ）
●Part1

3人のディーヴァ
によるソロステージ
●Part2

Gloria in D RV 589
A.ヴィヴァルディ作曲
菊村 隆史（指揮）
都城音楽協会合唱団
都城音楽協会室内アンサンブル

盆地の音楽家 たちの響宴

10年の節目に
今回は10回目を記念して、特に活躍が著しい3人の声楽
家にスポットを当てる。
声楽は、クラシック音楽の中でも、生で聴く機会の少な
いジャンルといわれる。
しかし、
マイクを使わず披露される
歌声は、かなりの迫力だ。チョッピリ敷居が高い、
と思って
いる方も、是非、大ホールに響き渡る美しい歌声を聴いて
みてほしい。
Concert Data
●日時／2010年10月23日㈯

3人の女声ソリストと、地元合唱団との共演で歌われる
のが、
ヴィヴァルディ作曲の声楽曲「グロリア」。合唱団は、
今回の演奏会のために編成されたもので、音楽協会加盟
合唱団から総勢約40名が集まった。
また、小編成だが、弦
楽器・オーボエ・トランペットによる室内アンサンブルの
伴奏が付き、何とも贅沢な構成だ。
こちらも、
もちろん宮崎
の音楽家たち。盆地の音楽家たちによる華麗な演奏を、是
非ご堪能あれ。

●開演／18：00（開場17：30） ●会場／都城市総合文化ホール

大ホール

●料金／全席自由 1,000円

＊好評発売中

※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友の会割引なし

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
※その他のプレイガイド グローミュージック、西村楽器都城店、平和堂楽器店、西村楽器micc店、宮崎山形屋店、
メディキット県民文化センター
平成22年11月23日
（火・祝）

MJ
今後の公演
案内
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平成22年11月27日
（土）

活弁・楽団付 無声映画上映会 in MJ

ワンコイン寄席 in MJ

●〔会場〕中ホール ●〔開演〕14：00
●〔入場料金〕全席指定1,800円 ※チケット好評発売中

●〔会場〕中ホール ●〔開演〕14：00
●〔木戸銭〕全席指定500円 ※チケット好評発売中

活動弁士の第一人者・澤登翠による活弁と、楽団の生演奏でお送
りします。上映作品は、名優・阪東妻三郎主演の「雄呂血」、チャー
ルズ・チャップリン監督・主演の「放浪者」ほかを予定しています。

生の落語をワンコインで楽しめます！しかもトリは真打・古今亭
志ん輔。他にも紙切りや太神楽曲芸などバラエティに富んだ寄席
です。お見逃しなく！

各地の演劇フェスティバルなどに招聘されています。

特集 MJ
劇団こふく劇場
STAGE

水をめぐる
水をめぐる２

﹁こんにちは﹂﹁こんにちは﹂

地域に根ざした活動が全国的に評価され、

﹁さようなら﹂﹁さようなら﹂

作品の芸術性の高さと、人材育成など

そんな風に出会い︑

今年２０周年を迎えた劇団こふく劇場。

別れていく人々の風景がそこにはあったのでした …

都城で作品を創作し続け、

簡素な舞台空間。4人だけの出演者。俳優による演奏。生活言語イントネーション。
狂言や落語、神楽など、伝統的な「笑い」の芸能を手がかりにした、独特の様式。
「水をめぐる」
おかしな人間たちの姿を描いた寓話。
作・演出 永山智行
出演 「水をめぐる」 あべゆう／かみもと千春／濱砂崇浩／餅原奈々
（劇団25馬力）「水をめぐる２」 あべゆう／かみもと千春／濱砂崇浩／大浦愛

本作品は、狂言や落語、神楽など、伝統的な「笑い」の芸
能を手がかりにした独特の様式が私たちをアッと驚かせ
るものです。2008年の「水をめぐる」初演時に出た劇評か
らもその様子が分かります。
「役者は登場と退場の際、必ずへっぴり腰になって両手
を斜め後ろに突き出し、床を踏み鳴らして舞台の周囲を
巡る。
（中略）その型にはまった動きの繰り返しが芝居をぐ
いぐい動かしていく。役者もどんどん輝き出す。」
（ 毎日新
聞）
今回は姉妹編となる書き下ろしの新作「水をめぐる２」
と
の連続上演で、
さらに期待が高まります。
特別企画のドラマリーディングもお楽しみに。
2009年にＭＪで開催した戯曲講座「永山智行に学ぶ、せりふ術。」の受
講生が書き下ろす 水 をめぐるドラマ（30分以内の短編）を、公演当
日の開場から開演までの合間にリーディング（朗読）
します。非凡な才
能に注目が集まる２つの劇団の朗読にもご期待ください。

●10月1日㈮開演18:40

脚本：四位エリカ×朗読：演劇集団非常口（伊佐市）

●10月2日㈯開演14:10

脚本：丸山みどり×朗読：劇団第七インターチェンジ（熊本市）

Concert Data
●日時／10月1日（金） ●開演19:30（開場18:30）
「水をめぐる」
10月2日（土） ●開演15:00（開場14:00）
「水をめぐる２」
●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2,000円 学生券（小学生〜大学生）1,000円
当日券は５００円ＵＰで残席がある場合のみ販売します。
ＭＪ友の会会員は大人券が200円引き
（各公演とも１枚のみ）になります。
※託児を予定しておりますので、直接お問い合わせ下さい
（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：水をめぐる（83188）、水をめぐる2（83189）

平成２２年度優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業

マイステージをつくろう
「優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業とは？」
劇場などの文化施設が中心となり、地域住民や芸術関係者とともに取り
組む、舞台芸術の制作、教育普及、人材育成などを支援することにより、
優れた舞台芸術の創造・発信を自ら行うことができる劇場を各地に育
てようとする文化庁の事業で、MJの22年度の計画が採択されました。
「都城市総合文化ホールの計画は？」
マイステージをつくろう と題して、市民参加による朗読公演と合唱公
演を開催するほか、様々なワークショップでの人材育成と、
アウトリーチ
（ホールの外に出向いてお届けする）による芸術普及活動を行います。
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ワークショップレポート

世界の秘密を ８
１つ知るための ７
演劇ワークショップ
●講師／飛ぶ劇場

●日時／８月７日㈯13: 00〜17:00

この日、MJの練習室には小学生から大人まで様々な人
が集まりました。中には、何か難しいことをするのではな
いか？と不安を抱きながら来られた方もいたようです。
し
かし、進行役の楽しいトークで、みんなの緊張もすぐに解
け、鬼ごっこなどで体をほぐし、連想ゲームで脳を柔らかく
した頃には、
準備万端でした。
チームに分かれ、公演の原作「銀河鉄道の夜」にちなみ、
架空の星の物語を作り、
さらに動きをつけてお芝居として
発表。
この日初めて会った人たちが力を合わせ、脚本家、
役者、
演出家の全てを担ったのでした。
「大変だったけど、楽しかった。」
シンプルでした。充実感
が伝わる感想を多く聞きました。
「人と人とは、考え方、感
じ方、表現の仕方が違うんだと思いました。
また、それが、
すごく楽しく感じました。」タイトルにあった 世界の秘密
を感じた人もいたようです。
結果ではなく、過程を楽しむ。
ワークショップの良いとこ
ろが存分に感じられた日でした。

MJおもしろ
裏方体験

明りをつける
ボタンがたくさんあって、
覚えるのがたいへん！

８
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●講師／MJホール舞台スタッフ
●日時／８月８日㈰ 14：00〜15：30、
16：00〜17:30

大ホールにて
「MJおもしろ裏方体験」
と題して、
舞台の裏
方のお仕事を体験するワークショップを行いました。小学
生から高校生まで多くの方々が参加してくれました。舞台
では都城少年少女合唱団のミュージカルが繰り広げられ
る中、参加者たちが音響、照明、舞台、
ピンスポットのそれ
ぞれの役割を任せられ、
ステージを作り上げてくれました。
機器の操作は舞台スタッフに教えてもらいながらでし
たが、あらかじめ渡された台本どおりにタイミングよく明
りをつけたり、
音を出したりするところがなかなかうまくい
かないことを体感していました。
今回のように参加者が自分たちで演出を行い、作品を
作る試みはMJでは初めて。
ステージをつくっているのは、
演者だけでなく裏方の仕事があってのものだということ
を知ってもらうための
ワークショップでもあ
りました。今回のワーク
ショップを機に、将来、
舞台スタッフになろう
と思ったこどもたちが
出てきてくれればうれ
しいです。
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〈音響担当〉

本番はじまります。
みなさん準備は
いいですか？

〈舞台担当〉
〈照明担当〉

動く人を光で
追いかけるのって
難しいなぁ

本音楽部
全国高等学校総合文化祭日
８月３日、４日に、第34回
太
「とき放て創造の力 熱き
ました。
門がMJホールにて行われ
文化甲
に全国の高校生の熱い夏の
陽の光と共に」をスローガン
ありま
。会場の外でも様々な活動が
子園がくり広げられました
ます。
したので、ご紹介させて頂き

全国高校総合文化祭
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本番を前に緊張した面
持ちで
舞台に向かう参加者た
ち

す。
花の装飾で
る
よ
に
校
等学
者を
都城農業高 が全国から来た参加
々
花
きれいな
れました。
歓迎してく

日本音楽ということで各
自で琴を持ってきて
いました。創作練習棟各
部屋が調弦室となり、
本番前の最後の調整を
行っていました。

ました。
舞いがあり きながら、
る
振
の
茶
呈
の音を聞
聞こえる琴
た。
ホールから 気を味わっていまし
囲
雰
和の

声番外編
みんなの
参加校の茨城県立下妻第一高等学校の皆さんに
インタビューすることができました。
方言で一言／いばらぎじゃねーど、いばらきだかんな！
宮崎県（都城）の第一印象は？／とても親しみやすい街並みでした。
コメント／水戸納豆サイコー！
！

ました。
って動いてい 、出演者の
な
と
体
主
が
高校生
かれており
ャツの色が分 活躍していました。
シ
T
で
ン
ョ
シ
各セク
の配布など
案内、チラシ
移動、会場の

ここでは紹介できなかった学校の生徒さんがいるのですが、
みなさん都城の言葉や雰囲気が好きだとおっしゃっていまし
た。全国大会というまたとない機会に皆さんそれぞれの思い
出ができたと思います。
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9個の
Question

都城市総合文化ホールを訪れた人からの声を聞いている、
MJみんなの声。
今回も、いろんな活動をしている人、
団体に
「声」
を頂いてみました。
今後も、
まだまだ素敵な
活動をされている人々にインタビューしていこうと思いますのでお楽しみに！

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

①Candy Pocket さん④学生⑤バンド練習⑥きれい⑦受付
の人がやさしい所⑧ロック⑨お世話になってます

①ハッピー中田さん②31歳④介護⑤講座⑥落ち
着きがある⑦スタッフの対応が丁寧で迅速にして
くれる⑨障がい者の地域生活を応援しています

鑑 賞

の

ス ス メ

MJを楽しむためにも、
正しく利用しよう。
みなさん、ホールや劇場で観劇や鑑賞をする際のマ
ナー、注意事項をご存知ですか？
公演によってどんな服装で行けばよいのだろう？
ホールに行けば「飲食禁止」
「撮影禁止」
と書いてあるが
どうしてなんだろう？など
いろいろ注意しないといけないことがありそうで、ホール
に来るとちょっと緊張してしまうことがあると思います。
ですが、そんなにかしこまる必要はありません。観劇、鑑
賞に来た時のポイントを紹介していきます。

服装
基本的には、どんな服装でも良いです。
クラシックだか
ら、
フォーマルでないといけないというきまりはありませ
ん。ただし靴は、高いヒールや硬い靴底のものは公演中客
席内を歩くと、音が響きますので好ましくありません。
暑かったり寒かったりする時は、ストール、カーディガンを
一枚ご持参いただくと温度調節ができます。

アイテム
オペラグラス
（双眼鏡）
後方の席の場合、
舞台が遠くなってしまい見えにくいと思う
ことがあると思います。
そんな時は、
オペラグラスをご用意
下さい。
市販のものでは、
500円くらいから購入できます。

学生証
学割チケットなどで購入された方は、チケットを確認す
る際、学生証の提示が必要な場合があります。学生証を忘
れずに持って行きましょう。

公演が始まってからは…
「携帯電話の電源を切る」
「飲食をしない」
「ビデオ、
カメラ
撮影禁止」
大きく分けてこの三つを守って頂ければよいです。
音や動作などが周りで鑑賞されている方にご迷惑をお
かけする可能性があるので公演中はなるべく席を動かな
いようにしましょう。また、出演者の方もステージから見
ていて目に付いてしまい、公演に集中できなくなってしま
います。
「出演者、周りのお客さんに迷惑をかけず、みんな気持
ちよく鑑賞して帰ってもらう」
というルールを守ってもらえ
ればよいのです。

宮川彬良＆アンサンブル・ベガの色紙プレゼント
8月15日㈰に開催された
『宮川彬良＆アンサンブル・ベガ』
の出演者、
宮川彬良さんとアンサンブル・ベガさんのサイン色紙
を抽選でプレゼントいたします。
ハガキ・FAXに氏名、
住所、
電話番号、
ご希望の色紙名,MJホールへのご要望、
MJハーモニー
に対するご意見、
ご感想などを明記の上ご応募下さい。
賞品は発送をもって発表に代えさせていただきます。
■色紙名／①宮川彬良さん（1名） ②アンサンブル・ベガさん（1名）
■応募先／〒885-0024 宮崎県都城市北原町1106-100 都城市文化振興財団「サイン色紙プレゼント」係 FAX/0986-23-7143
■応募締切 平成22年10月31日㈰ 必着
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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9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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September

都城泉ヶ丘高等学校

都城西高等学校

●日時／9月3日㈮ 9:15
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校
☎0986-23-0223

●日時／9月4日㈯ 8:35
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
宮崎県立都城西高等学校
☎0986-23-1904

都城ときめき大学
講演会

熱唱！夕焼け大将

都泉祭 文化の部

●日時／9月14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

葵碧祭 文化の部

2010大江裕コンサート
●日時／9月18日㈯ 18:00
●会場／大ホール
●料金／指定席 3,800円
●お問い合わせ先
カルチャークラブ西日本 ☎099-220-3069

公益社団法人日本青年会議所九州地区宮崎ブロック協議会

ひかり園創立30周年記念映画会

●日時／9月25日㈯ 14:30
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
公益社団法人都城青年会議所
☎0986-23-0502

●日時／9月25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

栗コーダーカルテットコンサート

「笛ピクニック」

●日時／9月12日㈰15:00 ●会場／中ホール
●料金／全席自由 大人券2,000円
子ども券1,000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

都城市戦没者・
空襲犠牲者合同追悼式
●日時／9月21日㈫ 13:58
●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

第36回宮崎ブロック会員大会 「筆子その愛」記念上映
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October

劇団こふく劇場

「水をめぐる」
「水をめぐる2」
●日時／10月1日㈮ 19:30・2日㈯ 15:00
●会場／大ホール
●料金／全席自由 大人券2,000円
学生券1,000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

県民芸術祭
「一市四町文化団体合併記念公演」

四季の宴〜あぁ都城〜
●日時／10月11日㈪ 13:30
●会場／大ホール
●料金／ 500円
●お問い合わせ先
都城芸術文化協会 ☎0986-24-0067

都城ときめき大学
講演会
●日時／10月14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

第32回宮崎県
高等学校総合文化祭
●日時／10月17日㈰・18日㈪・19日㈫・20日㈬・21日㈭・22日㈮
●会場／大・中ホール 22日㈮ 中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
宮崎県高等学校文化連盟
☎0985-39-8140

宮崎県
精神保健福祉大会
●日時／10月26日㈫ 12:30
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城保健所 ☎0986-23-4504

小波詩貴舞踊３０周年記念公演

「秋に舞う」

●日時／10月31日㈰ 12:00
●会場／大ホール
●料金／2,000円
●お問い合わせ先
詩貴之会 代表 木上トミ
☎0986-57-2117

都城市民劇場第74回例会
安全・安心
エイコーン「欲望という名の電車」 みやこんじょ盆地大会
●日時／10月3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

●日時／10月9日㈯ 13:30
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所生活文化課
☎0986-23-7183

都城市PTA連絡協議会 都城市
女性会員研修会
高齢者クラブ大会
●日時／10月11日㈪ 9:30
●会場／中ホール
●料金／ 無料
●お問い合わせ先
都城市ＰＴＡ連協事務局
☎0986-24-5312

市民と自衛隊の集い
●日時／10月16日㈯ 18:00
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
宮崎県自衛隊協力会都城市支部
☎0986-23-2510

盆地の音楽家シリーズ第10回記念演奏会

都城が生んだ3人の
ディーヴァと合唱団の響宴
●日時／10月23日㈯ 18:00 ●会場／大ホール
●料金／1,000円
●お問い合わせ先 都城音楽協会 ☎090-2504-5858

都城市合同金婚式
●日時／10月29日㈮ 10:00
●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
☎0986-23-3102

●日時／10月12日㈫ 13:00予定
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市高齢者クラブ連合会
☎0986-24-9700

NPO法人劇団三喜神無月公演

歌と踊りの祭典
●日時／10月17日㈰ 12:40
●会場／中ホール
●料金／ 1,000円
●お問い合わせ先
ＮＰＯ法人劇団三喜
☎0986-22-3208

琴城流大正琴
第2回宮崎県南部支部発表会
並びに前支部長大田武英追悼演奏会
●日時／10月24日㈰ 13:00
●会場／中ホール ●料金／ 500円
●お問い合わせ先
琴城流大正琴アンサンブル都城
☎0986-24-6948

都城島津伝承館実物史料
展示記念シンポジウム
●日時／10月29日㈮ 18:30
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所都城島津邸
☎0986-23-2116

妻ヶ丘中学校
吹奏楽部定期演奏会
●日時／10月31日㈰ 13:30
●会場／中ホール
●料金／200円
●お問い合わせ先
都城市立妻ヶ丘中学校
☎0986-22-0283
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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。
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。

歩いて数分、都城ヤクルトさんとＭＪは御近所さんで
す。文化に興味をお持ちの方も多いようで、
よくチケッ
トの御注文をいただきます♪

法人会員特典

■事業内容

ります。
下記の特典をご用意してお
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

故代田稔医学博士の、予防医学の考えから
「誰もが
毎日手軽に飲めるように」
との思いで生まれた、ヤク
ルト商品のお届けと、ヤクルトから生まれた化粧品
の販売を行っています。

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

■企業の地域貢献について

● ハーモニー広告掲載

「すべての人々の健康で楽しい生活づくり」を目指し、
地域の皆様に「健康と美容と笑顔」を毎日お届けして
います。

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

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市小松原町12号3番地
［電 話］(0986)24-8960 ［スタッフ数］360人
［設 立］昭和40年4月 ［代表取締役］安楽紘

安心
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。
■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。
■MJに期待すること

「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！

■ 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
［URL］http://www.shinsei-p.co.jp

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♪
■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。
■企業の地域貢献とMJに期待すること

私どもはMJによって地域の様々な「人」が繋がる事が
できると大変期待しております。
MJを運営する方、関わらせていただいている私ども
企業、MJを利用される市民の方々、すべてがMJを中
心に交流することによって、街を元気にできる
「力」に
なると思います。
私どもは、その一員として、さらなる地域活性を目標
に日々精進して参る所存です。
■ 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
［URL］http://www.system9.co.jp

安全

快適

コンサート、演劇、お笑いなど、様々な催し物に御来場
いただいています。
また、ＭＪからミニコンサートなど
をお届けする事業でも御協力いただきました。
■事業内容

本会は妻ヶ丘地区を中心に、様々な高齢者福祉サー
ビスを提供しています。
・ケアハウスわかば・デイサービスセンターわかば
・特別養護老人ホームわかば・ショートステイわかば
・居宅介護支援事業所わかば
■法人の地域貢献について

地域の代表者（公民館長など）に本会役員になって
頂くことで、地域の高齢者福祉ニーズを吸収し、社会
資源をフィードバックできるような体制作りに努めて
います。

■ DATA
［所在地］宮崎県都城市上長飯町2687番地1
［電 話］(0986)21-6612 ［職員数］95人
［設 立］平成17年6月
［代表］理事長 堀之内治美
［URL］http://www.oyd-welfare.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●
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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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