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ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2013
宝くじ文化公演
昇太・花緑・たい平三人会

由紀さおりコンサート2014

現代狂言Ⅷ
～狂言とコントが結婚したら？～

12/12㈭

2/22㈯

公　演　名 日にち 開演 料　　金 発売日 ローソンチケット
（Lコード）

チケットぴあ
（Pコード） その他プレイガイド 入場制限

203-599

212-863

発売中

先行11/2㈯
一般11/9㈯

先行10/19㈯
一般10/26㈯

先行12/8㈰
一般12/15㈰

［全席指定］　S席8,000円　
　　　　　　A席6,500円

［全席指定］　一般2,000円
　　　　　　 高校生以下1,000円

［全席指定］　6,300円

86510

203-451

203-446

87384

89802

89889

433-13981926

森山直太朗コンサートツアー
2013-14『自由の限界』 11/29㈮ 発売中［全席指定］　6,300円

［全席指定］　5,500円

87383 未就学児童入場不可

ORANGE RANGE
LIVE TOUR 013～spark～ 12/4㈬ 発売中

19:00

19:00

18:00

3/2㈰ ［全席指定］　一般3,800円
　　　　　　 高校生以下1,000円14:00

19:00

18:30 小学生以上有料
（未就学児童は膝上鑑賞無料）

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

イープラス

イープラス

イープラス

イープラス

※MJチケットカウンターで購入の場合のみ座席の指定ができます。（一部を除く）　上記の公演では託児サービスを設けております。お子様お１人につき1,000円（2人目以降500円）事前にMJまでお申込下さい。

■MJチケットカウンター取扱い一覧

ディズニー・オン・クラシックの見どころ！ディズニー・オン・クラシックの見どころ！

TAKAが　教える注目ポイント!TAKAが　教える注目ポイント!

指　揮　者指　揮　者

いよいよ公演間近♪
今月号は

『ディズニー・オン・クラシック』特集

ブラッド・ケリーさんブラッド・ケリーさん
ヴォーカルヴォーカル ケルシー・ポーターさんケルシー・ポーターさん

会場中に響きわたる
本場の“ヴォーカリスト”の歌声
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“東京フィルハーモニー交響楽団”
が奏でる素敵な音楽
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“大スクリーン”に
映し出される、

ディズニー映画の名場面
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“光の演出”で   
幻想的な世界へ！
“光の演出”で   
幻想的な世界へ！

5月に行われた“ディズニー・オン・クラシック主催
者説明会”でTORI＆TAKAコンビが、指揮者の
ブラッド・ケリーさん、ヴォーカルのケルシー・ポー
ターさんへ直接インタビューしちゃいました！！
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今年のテーマが「Happiness with You～“笑
顔 ”とともに」と言うことでお二人が“笑顔”
になってしまう曲はありますか？
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になってしまう曲はありますか？

ブラッドさん：「ウッディのラウンドアップ」ですね。こ
の曲は、今年のプログラムで初めて取り上げる曲でも
あります。私にとって古き良き「カウボーイミュージカル
」を彷彿とさせ、そのことを考えるだけで、ちょっと笑
みがこみあげてきますね。
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ケルシーさん：今年、取り上げる曲は思わず笑顔になっ
てしまうような曲ばかりです。私が歌う「ホエン・シー・
ラヴド・ミー」単に悲しい曲であるだけではなく、愛さ
れ幸せだった頃を思い返す、とても切ない曲なんです。
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どんな瞬間が幸せですか？
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ブラッドさん：オーケストラが演奏に向き合うとき、
彼らは演奏にのめり込み、音楽に対して全身全霊を
捧げます。一体となって音楽を作り上げる時には、
素晴らしい喜びがあります。ステージ上で一味違う
音楽性をみせた時の彼らの目線や反応にはワクワク
するものがありますし、それに向かってみんなで心
を一つにして作り上げていくのは幸せな瞬間です
ね。ステージ上というのは、とても神秘的な場所に
感じます。
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★ブラッドさんはディズニーのキャラクターの中で
ティガーが 1 番お好きなんですって♪今回のツアーで
も一緒に全国を旅します。コンサート中もブラッドさ
んのすぐ近くに大好きなティガーが !!
皆さんは発見できるかな（笑）

★ブラッドさんはディズニーのキャラクターの中で
ティガーが 1 番お好きなんですって♪今回のツアーで
も一緒に全国を旅します。コンサート中もブラッドさ
んのすぐ近くに大好きなティガーが !!
皆さんは発見できるかな（笑）

毎年リリースされるコンサートグッズ。
今年のグッズもかわいらしいものばかり。
都城公演でも販売しますので、お楽しみに♪
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オーケストラオーケストラ

スクリーンスクリーン

光の演出光の演出

こっそり

宝くじ文化公演
昇太・花緑・たい平三人会

平成26年2/12㊌ 開演 19：00

由紀さおりコンサート2014
平成26年2/22㊏ 開演 18：00

現代狂言Ⅷ
～狂言とコントが結婚したら？～

平成26年3/2㊐ 開演14：00

学生時代から聞いているレンジ。
抜群のメロディーセンスと軽快なラップがおりな
す曲調は、誰もが踊りたくなっちゃいます♪
夏のイメージが強い５人ですが、今
回は７月にリリースしたアルバム
「spark」をひっさげ、冬のMJに初登
場！寒さも吹き飛ばす勢いのウキウキ
な音楽を、Check it Out！

ORANGE RANGE
LIVE TOUR 013 ～ spark ～

12/4㊌ 開演 18：30

森山直太朗
コンサートツアー2013～14

『自由の限界』
11/29㊎開演19:00

音楽活動だけでなくバラエティでも大活躍
の森山直太朗。今回のツアータイトルは『自
由の限界』。自由に限界ってあるのかな？素
敵な歌声と楽しいトークを聴
けば、その答えが見えてくる
かも♡

出演者：南原清隆（ウッチャンナンチャン）、野村万蔵、佐藤弘道、
　　　　ドロンズ石本、森一弥（エネルギー）、平子悟（エネルギー）、
　　　　石井康太（やるせなす）、太野康広、中山貴裕、遠野なぎこ、
　　　　川村ゆきえ

NEW

NEW

笑点で活躍中の春風亭昇太と林家たい平、そして戦後最年少で真打入りを果たした
柳家花緑。3人の実力派落語家たちによる豪華寄席がＭＪで実現します。来年2月は
思いっきり笑いましょう！

成熟した歌声に酔いしれる…

Q2Q2

Q1Q1

オリジナルグッズを
会場でGETしよう!
オリジナルグッズを
会場でGETしよう!

ディズニー・オン・クラシック　
オリジナルピンバッチ＆付箋紙（非売品）

2名様にプレゼント
ご希望の方は、官製ハガキに必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

プレゼント
コー
ナー

ブラッドさんとケルシーさんに
都城をアピール！！
今回、私たちは、都城（MJ）のことを知っ
てほしいとスケッチブックを作成し、お二人
に披露しました。
ブラッドさんはすごく気に入って下さり、自
分のデジカメでスケッチブックの写真を撮っ
て下さいました。12 月の公演の時に覚えて
いてくれると嬉しいな♪

主催者説明会の様子については、MJの1F
ロビーで紹介しています。ぜひ、お越しの
際にはご覧下さい。

NEW

H26
2/12㈬

春風亭昇太・柳家花緑・林家たい平

※宝くじの助成により特別
　料金となっています。

CHIYO

TORI

KUBO

ニュー
フェイス
登場!

HARU

YU

［送 付 先］〒885-0024　都城市北原町1106番地100  都城市総合文化ホール
　　　　　　　　　　　　 隔月刊MJ15号プレゼント係
［必要事項］お名前、住所、電話番号、文化ホールへのご意見・ご要望

11/30締切（当日消印有効）
※複数申込はご遠慮下さい。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募頂きました方の個人情報はプレゼント発送のみに使用するものであり、目的以外には使用致しません。

KAJI

TAKATAKA

TORITORITAKATAKA

作：KAJI

ⒸDisney（ステージ写真は過去の公演です）　未就学児童入場不可ⒸDisney（ステージ写真は過去の公演です）　未就学児童入場不可


