
マークの公演では託児サービスがあります ： お子様 お1人につき1,000円（2人目以降500円）／事前に都城市総合文化ホール☎0986-23-7140までお申込ください。託児

劇団四季ミュージカル『王様の耳はロバの耳』

　ますます磨きがかかったボーカリスト・八神純子さん。伝説のラジオ番組 “コッキーポップ”
で人気のあった名曲をカバーしたアルバム「VREATH(ブレス) ～My Favorite Cocky Pop～」も依
然として好調で、2月から始まった全国ツアーにも多くのファンが集まっています。
　都城公演も発売初日に行列ができる人気ぶりで、当日の盛り上がりが楽しみです。
■予定曲目　みずいろの雨、パープルタウン、ポーラー・スター、
　　　　　　Mr.ブルー、想い出のスクリーン　他

　今やメジャーブランドとなった“サクラのパン”。高城本店、イオンモ
ール都城店のビュッフェでおいしい料理と共にいただくパンは格別で
すよね。MJでは、人気のパンとドリンクを気軽にカフェスタイルで楽
しむことが出来ます。主なホールでのイベント開催時に、２階ロビー
にOPENしますので、開演前にお立ち寄り下さい。家族へのお土産にも
喜ばれますよ。
　MJチケットクラブの会員さまは、貯まったポイントを予めMJの１階
チケットカウンターで食事券に引き換えておけば、２階ロビーの
Sakura Cafeで使うことが出来ます。

「自社工場直送の焼き立て
パンとコーヒー等各種ドリ
ンクも販売しています。
是非ご利用ください。」
店長の簑田拓郎さん　→

　「コロ・フェスタ」は、小・中・高・大、あるいは一般・おかあさ
ん・職場といった合唱団のカテゴリーのない、全ての合唱人に聞かれ
た、誰もが楽しめる『合唱のおまつり』です。初めて都城で開催され
る今回は、全国から20数団体、そして今年は台湾からも2団体、出演が
決定しています。ハイレベルな演奏と、全国の合唱人との交流を楽し
みませんか。MJ所属「合唱団あさぎり」も歓迎演奏で出演決定！　

八神純子 コンサートツアー 2012　翼̶̶私の心が聞こえますか。

9/14(金)19時開演／大ホール
入場料：全席指定 Ａ席5,000円／Ｂ席4,500円
◆お求めはＭＪチケットカウンターほか
　チケットぴあ(Pコード171-355)
　ローソンチケット(Ｌコード87823)
　イープラス http://eplus.jp/
　西村楽器都城店、宮崎山形屋
※未就学児童は入場できません

Sakura CafeがMJにOPENしました

コロ・フェスタ2012  in 都城

託児

【会場】大ホール【開演】 8:35
【料金】無料
【お問合せ】0986-23-1904
宮崎県立都城西高等学校

【会場】大ホール【開演】18:25
【料金】会員
【お問合せ】0986-21-2112
都城ときめき大学

【会場】中ホール
【料金】無料
【お問合せ】0986-26-1187
都城中央ライオンズクラブ

葵碧祭　文化の部 都城中央ライオンズクラブ
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都泉祭　文化の部

【会場】大ホール【開演】9:00
【料金】無料
【お問合せ】0986-23-0223
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

9
7

（金）
【開演】15:00

都城市民劇場 第86回例会  劇団はぐるま座公演

9
15,16

（土,日）
【料金】15日13:00　1000円
　　　　15日19:00　2000円
　　　　16日14:00　無料

【お問合せ】0986-23-0502
公益社団法人 都城青年会議所

【会場】大ホール【開演】13:25
【料金】会員
【お問合せ】0986-21-2112
都城ときめき大学

【会場】中ホール【開演】18:30 【会場】中ホール
【料金】会員
【お問合せ】0986-21-8082
都城市民劇場

10
21

（日）
【会場】中ホール【開演】未定
【料金】無料
【お問合せ】0986-46-5710
島村楽器株式会社

【お問合せ】0985-47-8011
劇団はぐるま座 宮崎事務所

10
27

（土）
【会場】大ホール【開演】15:00
【料金】無料
【お問合せ】0986-23-3944
陸上自衛隊 都城駐屯地広報室

【会場】大ホール【開演】未定
【料金】関係者
【お問合せ】0986-24-9700
都城市高齢者クラブ連合会

【会場】大ホール【開式】未定
【料金】1500円
【お問合せ】0986-24-3996
都城歌謡会

第43回都城高齢者クラブ大会

10
28

（日）
【会場】中ホール【開演】未定
【料金】1000円
【お問合せ】0986-22-3208
NPO法人  劇団三喜

※誌面の都合により、文化行事など一部の催しのみ掲載しています。

【会場】大ホール
【料金】無料
【お問合せ】0986-27-1700
BTVケーブルテレビ

【会場】中ホール【開演】15:00

10
30

（火）
【会場】大ホール【開演】10:00
【料金】無料
【お問合せ】0986-23-3102
都城市役所　福祉課　

　『道標ない旅』などのヒットで根強い
ファンを持つ龍雲さん。ライブ活動も旺
盛で全国を旅してまわっていますが、MJ
には久しぶりの登場です。35周年の記念
すべきソロコンサートを存分にお楽しみ
ください。

永井龍雲
35周年LIVE　～展(ひらく)～ 

10/14(日)17時30分開演／中ホール
入場料：全席自由4,500円※整理番号付き
◆お求めはＭＪチケットカウンターほか
　チケットぴあ(Pコード173-417)
　ローソンチケット(Ｌコード88341)
　イープラス http://eplus.jp/
※６歳未満のお子様の入場はできません 託児

託児

　世界を舞台に活躍し日本を代表する歌姫、ソプラノの佐藤しのぶ
さんが都城にやって来ます。大都市向けとは違う趣向で、自らの歌
声を全国に届けるために特別に企画されたコンサートということ
で、クラシック、オペラの名曲から日本の歌まで、幅広いレパート
リーが盛り込まれており、その魅力を、心ゆくまでご堪能すること
ができます。
　最高の歌唱はもちろん、恵まれた容姿とあでやかな衣装にも注目
の、感動必至のステージです。
■予定曲目　オペラ『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」、
　早春賦、赤とんぼ、他

　来場者アンケートでも開催を望む声が大きかった劇団四季のMJ初公演は、大人も子どもも一緒
に楽しむ事ができるミュージカルです。
　真実を語る勇気とすがすがしさ、真実の声に耳を傾ける大切さと難しさなどのメッセージは、
大人こそが思わずハッとさせられ、我が身を振り返ってしまうのかもしれません。
　「言葉の錬金術師」と言われた寺山修司さんの、ユニークな世界観やセリフの面白さも絶賛さ
れています。そこに、劇団四季ならではの美しく幻想的な装置、躍動感あふれるダンスが加われ
ば、観る人すべてが作品世界に引き込まれ、心豊かになれるひとときを過ごせることは言うまで
もありません。

11/1(木)18時30分開演／大ホール　入場料：全席指定 5,500円
◆お求めはＭＪチケットカウンターほか
　チケットぴあ(Pコード176-201)、ローソンチケット(Ｌコード88926)
　宮崎山形屋、宮交シティ、TSUTAYA AVクラブ鷹尾店　※未就学児童は入場できません

佐藤しのぶ   歌は祈り  歌を抱きしめ  あなたの街へ 

　古き良き時代の都城を、トークと流行歌と展示で振り返り、いまの
都城の活性化に繋がるヒントを見出そうと昨年度初めて開催した「な
つかしいみやこんじょサロン」。今年は、ウエルネス交流プラザを会
場に、都城まちづくり株式会社と共同で開催いたします。
　さらに今年は、市民のアイデアもイベントに反映できるよう、私た
ちと一緒に事前に現地調査してくださる方を募集します。

■参加資格　都城市在住で、都城が大好きな方(高校生以上)
■参加料　　無し(取材に係る飲食代などは参加者負担となります)
■調査期間　10月から11月末(予定)
■調査対象　昭和40年代のまちなかの出来事や食べ物
■締　切　　9/30(日)
■応募方法　参加申込書に必要事項を記入の上、都城市総合文化ホー
　　　　　　ルかウエルネス交流プラザの受付にご持参されるか、　
　　　　　　FAXでお送りください。
■募集人数　10名
※なつかしいみやこんじょサロン２は25年2月10日(日)開催予定です。

参加申込書は、MJと交流プ
ラザの窓口及びホームページ
にございます。

◉お問合せ
都城市総合文化ホール
　TEL：0986-23-7140
　FAX：0986-23-7143
都城市ウエルネス交流プラザ
　TEL：0986-26-7770
　FAX：0986-26-7781

　都城盆地が育んだ、優れた音楽家を紹介する恒例のシリーズ。今回
は柳橋里美さんの登場です。都城泉ヶ丘高等学校卒業。東京藝術大学
卒業、同大学大学院修了後、イタリア国立ボローニャ音楽学校卒業。
受賞歴はここに書ききれない程で、近年は年間20回前後に及ぶ演奏会
に出演。オペラ、歌曲によるリサイタル、あらゆる楽器とのアンサン
ブル、合唱曲のソリスト、バロック音楽のソリスト等幅広い分野で活
躍しています。また、拠点とするイタリア・ボローニャの教会で子供
コーラス「ピカボ」と大人コーラス「ミライボ」の指導、声楽家のヴ
ォイストレーナー、公開講座での後進の指導にも力を入れています。

まちなか現地調査　隊員募集！

盆地の音楽家シリーズVol.12　柳橋里美 ソプラノリサイタル

結成25周年記念大会

南九州愛郷フェスタ2012 FISH  EYE　2012

東京芸術会「蟹工船」 『動けば雷電の如く』

島村楽器音楽教室発表会

バラエティー豊かな催事が目白押し！

9,10月の催事情報
★

★

★

★

★　★　★　★　★　★　★　★　★

★　★　★　★　★　★　★　★　★

10/20(土)18時30分開演／大ホール
入  場  料：大　人 Ｓ席4,000円／Ａ席3,000円
全席指定　子ども Ｓ席2,000円／Ａ席1,500円(高校生まで)
　　　　　　※３歳未満の入場はできません。
　　　　　　※当日券は500円高(前売完売の場合は無し)
◆お求めはＭＪチケットカウンターほか
　チケットぴあ(Pコード421-762)
　ローソンチケット(Ｌコード88207)
　西村楽器都城店、宮交シティ

託児
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世界の名作から生まれた、寺山修司と劇団四季のミュージカル
構成・演出=浅利慶太

作=寺山修司  名作童話による　振付=謝 珠栄 / 作曲=いずみたく / 編曲=宮川彬良

10/13(土)18時30分開演／中ホール
入場料：全席自由 1,000円
◆お求めはＭＪチケットカウンターほか
　グローミュージック、西村楽器都城店、
　平和堂楽器店、メディキット県民文化センター
※未就学児童は入場できません

■予定曲目　イタリア歌曲／カロ・ミオ・ベン、フ
ランス歌曲／ゆりかご、日本歌曲／ねむの木の子守
歌、オペラアリア／歌劇「イル・トロヴァトーレ」
より、ヴィオリラの伴奏による／おぼろ月夜　ほか

託児

11/10(土)時間未定　街角コンサート、公開リハーサル
11/11(日)10時～17時／大ホール　入場料：全席自由 1,000円
※お問合せは、コロ・フェスタ2012 in 都城 実行委員会まで
　TEL:090-2504-5858(田口)　FAX:0986-38-3499

都城ときめき大学
講師：北折 一 氏

都城ときめき大学
講師：おおたわ 史絵 氏

（高杉晋作と明治維新革命）

【開演】18:30
【料金】一般　　2500円
　　　　中高生　1000円
　　　　小学生　500円

第31回 音楽祭

市民と自衛隊のつどい 神無月公演 都城市合同金婚式


