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□公演の鑑賞、チケットの購入に関わらず、ご来館の際は
　駐車券を必ずホールまでお持ち下さい。
□チケット販売・施設利用受付時間／9:00～19:00　火曜日のみ9:00～22:00
□毎週水曜日休館（水曜が祝日の場合は翌日休館）
□年末年始休館日　12月28日㈯～1月3日㈮

【節電対応について】都城市総合文化ホールでは節電に配慮し、一部空調温度設定の一定化や照明の消灯を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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神柱公園
駐車場

第２駐車場

第１駐車場

第３駐車場

※宮崎銀行、神柱宮境内、コンビニなど
　近隣店舗等への駐車はしないで下さい。

都城にイロドリを。
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法人会員／株式会社サニーシーリング　株式会社アイワホール　株式会社朝日工業社九州支店
　　　　　大淀開発株式会社　社会福祉法人大淀福祉会わかば　株式会社文昌堂
　　　　　新洋海運株式会社　カヤバシステムマシナリー株式会社　株式会社霧島ビルメンテナンス
　　　　　久保産業株式会社　株式会社システム・ナイン　つやげん九州株式会社
　　　　　株式会社トーア　ホテルウイングインターナショナル都城　都城グリーンホテル
　　　　　都城ロイヤルホテル　南日本酪農協同株式会社　株式会社都城印刷
　　　　　医療法人 明和会 宮田眼科病院　都城ヤクルト販売株式会社　株式会社ワールドトラベル
　　　　　株式会社朝日工業社九州支店　株式会社宮崎ヒューマンサービス
　　　　　株式会社日本公文教育研究会　特定非営利活動法人 宮崎文化施設支援機構
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2014．３/２㊐開演14:00

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）、大野康広、中山貴裕、遠野なぎこ、川村ゆきえ

南原清隆×野村万蔵
時代を超えた「涙と笑い」が、大きな感動と爆笑を巻き起こす！

現代狂言Ⅷ
狂言とコントが結婚したら…

現代狂言Ⅷが、まもなく皆さんの所にま
いります。狂言は昔のコントです。新作は
狂言とコントが一緒になった新しいお芝
居です。今は稽古の真っ最中。どうぞご
期待ください。私は、２０代の時に学校公
演でうかがって以来の都城で楽しみにし
ています。３月２日、都城市総合文化ホー
ル中ホール「あさぎり」でお会いしましょう!

こんにちは、佐藤弘道です。
「現代狂言・Ⅷ」が3月2日にやってきま
す。私も含め、初の都城公演ということ
で出演者一同楽しみにしています。
ぜひ、お友達をお誘いの上、会場に足
をお運びください。小さいお子さんから
ご高齢者の皆様まで、一緒に楽しい時
間を過ごしましょう！

宮崎県での公演は初めてです。
今回の現代狂言では、初めて古典狂
言にも挑戦させてもらうので、
デブの僕でも出来る所を、あたたかく見
守って楽しんでくださいねー！

佐 藤  弘 道野 村  万蔵 ドロンズ石本

平成２６年３月１５日㊏
●中ホール「あさぎり」  ●全席自由 500円
都城市総合文化ホールは、都城圏域内外で音楽家を目指す若者を応援しています。
「盆地のフレッシュコンサート」は今年で３回目の開催となりました。
12月までに公募した都城圏域出身の出演者のみなさんが精一杯演奏します。
さぁ、みんなで夢に向かって頑張る若者たちを応援しましょう！

盆地のフレッシュコンサート盆地のフレッシュコンサート
～都城から羽ばたく
　　　　若い音楽家たち～

開演18：00
（開場17：30）

information

１月

平成25年度　認知症講演会
・都城市健康づくり大会

第6回JBAソロコンテスト宮崎県大会

ダンススタジオリアル発表会

第3回　Puerta del sol発表会

第4回都城市歌謡グランプリ大会

宝くじ文化公演
昇太・花録・たい平三人会

平成25年度ブロック別
民生委員児童委員研修会

Twin－Style　第3回発表会

第49回　都城市民音楽祭

都城ときめき大学
浮世絵講座

第32回　幼児の能力コンサート

青少年育成・家庭教育講演会

都城ときめき大学
新春初笑い　初歌い

スプリングコンサート

第54回都城市PTA研究大会

都城高専吹奏楽部
第40回定期演奏会

学校運営協議会委員研修会

都城市壮年団体連絡協議会　　
創立40周年記念 ぼんち対抗うた合戦

都城市民劇場　第94回例会
青年座「をんな善哉」

お父さま、お母さま感謝の集い 
リズム発表会
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都城市役所　介護保険課
☎0986-23-3184

JBA宮崎県部会
☎0986-36-2842

Dance Studio REAL
☎0986-36-5341

都城音楽協会
☎090-2504-5858

エーデルワイス幼保園
☎0986-52-5834

フラメンコスタジオ
プエルタ デル ソル
☎090-4173-8884

都城市壮年団体連絡協議会
☎0986-38-5316

都城市民劇場
☎0986-21-8082

社会福祉法人
アソカ園　アソカ保育園
☎0986-24-0450

都城市教育委員会
生涯学習課
☎0986-23-9545

都城ときめき大学
☎0986-21-2112

宮崎県吹奏楽連盟都北支部
☎0986-52-1144

都城市PTA連絡協議会
☎0986-24-5312

都城工業高等専門学校
☎0986-47-1106

認定NPO法人　劇団三喜
☎0986-22-3208

都城市総合文化ホール
☎0986-23-7140

都城ときめき大学
☎0986-21-2112

都城市福祉部福祉課
☎0986-23-2980

ダンススタジオ Twin-Style
（18時以降）
☎0986-36-7763

都城市教育委員会
学校教育課
☎0986-23-9544

一般 2,000円
高校生以下 1,000円

一般 1,000円
高校生以下 500円
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500円

B席
2,100円

2,000円

無料

会員

500円

関係者

500円

2,000円

会員

無料

500円

関係者

500円
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由紀さおり　コンサート201422日（土） 大 都城市総合文化ホール
☎0986-23-714018:00 6,300円

関係者

2月
行事名日 ホール 料金 お問合先開演

チケットマークは、MJチケットカウンターでも取り扱っております。
※詳しくはMJホームページをご確認下さい。※ここに記載されている情報は12/6㈮現在のものです。

出演
者よ
り

一言

広報の
ひとこと

16号が皆さんのお手元に届く頃には、もう新しい年を迎えていらっ
しゃると思います。2014年も、MJを通して生活にイロドリをプラスし
て頂けたら幸いです。

年齢のせいでしょうか、1年が経つのが本当に早く感じます(笑)。
新年を迎え、気持ちも新たに頑張って参ります。2014年が皆さん
にとって良い年となりますように。

今年も、たくさんの方たちがMJで笑顔になってくれるといいな～と
思っています。2014年もよろしくお願いいたします。

カジ

たか

とり

editorial note

新年あけましておめでとうございます。旧年中はMJをご利
用いただき誠にありがとうございました。心から感謝申し上
げます。最近、『MJではいろんなイベントがあります
ね。』という大変嬉しい言葉をいただきました。少しずつで
はありますが、着実にお客様も増えており手ごたえを感じる
ことができた1年だったと思います。2014年も心のこもった
『おもてなし』で皆様をお迎えすることはもちろん、これま
で以上に喜んでいただき、感動していただけるような様々な
事業をお届けできるように職員一同努力してまいります。
これからも機関誌『隔月刊MJ』では事業の魅力を余すとこ
ろなく分かり易く発信してまいりますので、引き続きご愛読
いただきますようお願いいたします。

事務局長　田 爪  邦 士

住所 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門2 - 5 - 5
電話 ： 03-5733-9441　FAX ： 03-5733-9504

宮崎文化施設支援機構
文化施設の運営管理や安全管理
市民や文化団体の企画や運営を通じ
文化芸術の振興に寄与します。

特定非営利活動法人

宮崎文化施設支援機構
【事務局住所】　〒880-0925
　　　　　　　宮崎市大字本郷北方 2753番地 5
【電 話 番 号】　0985-51-9703（代）

KBM
社団法人　全国ビルメンテナンス協会会員
宮崎県ビルメンテナンス事業協同組合員
宮 崎 県 貯 水 槽 清 掃 共 同 組 合 員

☎0986-25-6862　〒885-0036 都城市広原町20号5番地

霧島ビルメンテナンス株式会社

［業務内容］　建物清掃維持管理（常駐・定期・臨時）
　　　　　　建築物環境衛生管理（空気・浄水槽・水質・害虫駆除
　　　　　　電気・空調・消防設備等の保守管理
　　　　　　警備保障・人材派遣

〒885-0078 都城市宮丸町3048-1
　　　☎ (0986)25-2828
　　    http://tsuyakyu.co.jp
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