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由紀さおりコンサートツアー2014
平成26年

2/22㊏ 開演 18：00

前回、由紀さんがMJに来たのは、開館初年度の2007年2
月。安田祥子さんとの童謡コンサートで、多くの方にご来
場頂きました。それから丸7年。MJも7周年。もうそんなに
経つんだなあとしみじみ。この間、MJは様々な事業展開を
してまいりましたが、由紀さんはなんと世界に羽ばたく歌
姫になって帰ってきました♪前回とはまた違った魅力で楽
しませてくれるはず！

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

春風亭昇太・柳家花緑・林家たい平

CHIYO

『力士の春』
『ストレスの海』
など型破りな新作落語を操
る、
『 笑点』
でお馴染み春風亭昇太、NHK教育テレビ
『に
ほんごであそぼ』
で日本中の子供たちに
『じゅげむじゅげむ
……』
を大流行させた柳家花緑、
ドラえもんなどの物真似
で
『笑点』大喜利を沸かせる林家たい平、
この３人に江戸
曲独楽の三増れ紋も加えた、豪華な三人会！
このメンバーで、
このお値段で、
ここ都城
で、
なかなか見られませんよ。笑う門には福来
る、三人会で大笑いして、
あったかい春を迎え
ましょう
！
DAI

※宝くじの助成により特別
料金となっています。

■MJ チケットカウンター取扱い一覧
公

NEW

細坪基佳＆永井龍雲 Song for you
3/9㊐ 開演17：30

平成26年

フォークデュオ「ふきのとう」の元メンバー細坪基佳と、
『道標ない旅』等のヒット曲を
持ち、昨年ＭＪで開催したライブも好評だった永井龍雲。お二人による贅沢なフォーク
ソングライブを３月にお届けします。
懐かしのあの頃の名曲を聴きながら、切なくも優しい気分に…
彼らのそんなフォークの魅力に包まれる、素敵な夜を過ごしてみませんか？

演

名

日にち

料

金

発売日

ローソンチケット
（Lコード）

発売中

89802

発売中

89889

発売中

宝くじ文化公演

昇太・花緑・たい平三人会

2/12㈬

19:00

由紀さおりコンサート2014

2/22㈯

18:00 ［全席指定］ 6,300円

現代狂言Ⅷ
狂言とコントが結婚したら…

3/2㈰

14:00

細坪基佳＆永井龍雲

3/9㈰

17:30

[全席自由] 5,500円

発売中

3/15㈯

18:00

[全席自由] 500円

未

Song for you

盆地のフレッシュコンサート

KUBO

開演

〜都城から羽ばたく若い音楽家たち〜

［全席指定］ 一般2,000円
高校生以下1,000円

［全席指定］ 一般3,800円
高校生以下1,000円

チケットぴあ
（Pコード）

その他プレイガイド

入場制限

イープラス

未就学児童入場不可

212-863

イープラス

未就学児童入場不可

81926

433-139

イープラス

未就学児童入場不可

82103

216-541

イープラス

未就学児童入場不可

定

未就学児童入場不可

※MJチケットカウンター・イープラス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。

３月
上旬

上演予定

「まちのおはなし～笛水編～」

皆さんは、自分の住んでいる
まちについて、
どれくらい知っていますか？

●笛水地区 取材日程・行事（10〜11月）
10/13（日）
10/27（日）
11/ 3 （日）
11/ 5 （火）
11/11（月）
11/26（火）
11/28（木）

事務局長

笛水ウォーク＆十五夜
笛水小中学校 文化祭
文化祭打ち上げ（笛水のみなさんを取材）
十柱神社 秋の大祭
笛水小中学校（生徒に取材）
笛水で生まれ育った女性に取材
笛水小中学校「ふるさと教育」研究公開
取材に協力頂いた
山元俊朗さん

都城在住作家集団
「言葉サプリラボ」の四位エリカさんより一言

て便」のコーナーに、似顔絵が載っていることにお気づきの方も
いらっしゃると思います。
この似顔絵は、
それぞれ催事の紹介をし
言葉サプリラボ
四位エリカさん

笛水地区公民館
館長の春村光行さんより一言
地元どれ農産物直売所｢茅葺きの里 笛水｣

ＭＪでは自分たちの“まち”についてもっと知ってほしい！好きになってほしい！と思
い各自治公民館の協力を得て、小さな地区ごとに焦点をあて取材したもの
を“まち”オリジナルの作品として発表する活動を行っています。
昨年3月は志比田町を題材にした物語を発表しましたが、今回は「笛
水」のおはなしを作るために活動中で、都城在住の作家集団「言葉サプ
リラボ」が脚本づくりのために、何度も笛水を訪ねて多くの人や行事を取
材しています。

正直、最初にこのお話しが来たときには驚きました。地域になくてはならない文化施設である
都城市総合文化ホールと地元で活動している「言葉サプリラボ」の皆さんと一緒に
作品を創ることは、笛水を知ってもらういい機会になると思っています。今では、地元の人たちも
取材に来るのを楽しみに待っています。
どのような作品になるか楽しみですね！

笛水に興味を持ったあなた！笛水を知りたくなったあなた！
３月上旬に「まちのおはなし～笛水編～」を観てみませんか？
（詳細が決まり次第、HP等にてお知らせいたします。）

KUBO

リニューアル号から４号、機関誌を発行していますが、
「ＭＪとれた

笛水のみなさんは、自分たちのまちを知ってもらおうと活発に活動されています。取材
させて頂いている私達が逆に元気を頂く程、パワーがあふれています。笛水のおお
らかなやさしさが感じられる作品に仕上げたいと思っていますので、ぜひご覧下さい。

Q「まちのおはなし～笛水編～」について期待していることはありますか？

TORI

事業課 KURO MATSU CHIYO

ているＭＪ職員の顔です。恥ずかしながら、
わたくしＫＡＪＩが描か
せていただいております。今回は新年号ですので、
ＭＪで働く職員
をご紹介いたします。
・催事の計画から運営まで担う
「事業課」
・窓口や、
電話応対、
などなど利用者の皆様のご案内を担う
「総務課」
・舞台技術全般を担う
「舞台技術課」
他にも、建物を管理している
「建物管理スタッフ」や、ＭＪをきれい
にキープしている
「清掃スタッフ」、
催事の時の助っ人「ホールサポ
ートスタッフ」、
などなど一緒に働いているスタッフがたくさんいます。
今回は総務課2名のインタビューをお届けします。今後も、皆様に
身近に感じて頂ける様に職員からのコーナーを作っていきたいと
思います。
ＭＪにお越しの際は、
似顔絵が似ているか確認してみてくださいね。

総務課

O-chan YAMA IDE HARU Yu KAJI KAMIMU
課長 DAI KARI TAKA NAI SONO

舞台技術課

MITCHY NISAN HORIKEN
HORI は MAE

KAMIMU（入社4年）

ＩＤＥ（入社８カ月）

Q.MJに入った理由を教えて下さい。
A .音楽をしていて、文化活動に携わりたい

Q.MJに入った理由を教えて下さい。
A .音楽科卒業で、音楽に携わりたかった

Q .仕事の内容と心がけている事を教えて

Q .仕事の内容と心がけている事を教えて

A .仕事内容は受付やTEL対応、施設の

A .仕事内容は説明が難しいですが…接

Q.入社する前と後で違った事はありますか。
A .敷居が高いイメージがあり、何かイベント

Q.入社する前と後で違った事はありますか。
（笑）
A .思っていたより体力が必要です！
Q.今後の目標や希望はありますか。
A .Ｂʻｚさんのファンなので、また来て頂けた

と入社しました。
下さい。

貸出等です。常にお客様の立場にたっ
て、笑顔でおもてなしする事を心がけて
います。

がないと来られないと思っていましたが、
働いてみると気軽に利用できる施設で
した。

Q.今後の目標や希望はありますか。
A .お客様が親しみやすいホールにする事

ためです。
下さい。

客全般です。覚えることがたくさんある
ので、
まだまだそこまで…まずはそこから
頑張ります。

ら嬉しいです！そうなれるように、職員とし
て頑張ります！

です。
イベントがなくても市民の皆さんの
憩いの場所になれるように頑張ります。

都城にイロドリを。
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