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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）

【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。

GS

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。
隔月刊

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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平原綾香

「What I am ‐未来の私へ‐ 」
2014. 6/26㊍開演19：00

CONCERT TOUR 2014 

information

広報の
ひとこと

3月、別れと出会いの季節ですね。お別れはとても寂しいけれど、新
しい出会いはいくつになってもどきどきします！皆さんもMJのイベント
で、新しいドキドキを見つけてみてください。

まだまだ肌寒い日もありますが、春らしい日も少しずつ増えてきまし
たね！春は私の一番大好きな季節です。何だかルンルンします♪今か
らお花見が楽しみです。あっ！！その前に厄払いに行ってきます(笑)。

今月は、「盆地のフレッシュコンサート」があります！夢に向かって頑張
る若者たちのコンサート、ぜひ聴きに来て下さいね♪　

カジ

たか

とり

editorial note

デビュー10周年を迎え、ミュージカルにも挑戦し、その表現力により一層の磨きをかけた
平原綾香のコンサートツアーが決定！！　ニューアルバム「What I am」からのナンバー、常に人々の心に響く

「Jupiter」「明日」「ノクターン」などをお届けするステージ。今年も平原綾香から目が離せない！！

平成26年度からの消費税増税に伴い、4 月1日以降にお支払いいただく施設利用
料金及び、設備利用料金等が改正される予定です（3月31日までにお支払いされる
利用料金は変更されません）。
改正内容につきましては、詳細が決定し次第ホームページ等でご案内させていた
だきます。

ＭＪ公式Facebookでは、公演情報の他、豆知識、身近
な話題などを発信しています。チケット発売情報など
お得な情報も…！！いいね！を押せば、ＭＪが「あなたの
日常に感動」をプラスします。

MJのキャラクター「おん

がくどうぶつえん」の仲間

たちが、缶バッチとマグ

ネットになって登場。1階

受付カウンターで、販売し

ています。お好きな動物

がある方は、お早目に！！

「市役所ロビーコンサート」 出演団体募集
[開 催 日]　平成２６年５月～平成２７年２月までの木曜日
　　　　　　5/12、6/12、6/26、7/10、7/24、8/7、8/21、9/11、9/25、
　　　　　　10/9、10/23、11/6、11/20、12/11、1/15、2/5、2/19
[時　　間]　１２時２０分～１２時５０分
[場　　所]　市役所西館１階ロビー
[出演条件]　①無報酬であること　②会場設営に協力できること
　　　　　　③市役所の業務に支障を来さないこと
[応募締切]　３月１４日（金）
[申込方法]　出演申込書に記載し、郵送もしくはFAX、メール、ご来館にて
　　　　　　都城市総合文化ホールまで提出して下さい。

平成26年度の出演団体を募集します。

出演申込書は、都城市総合文化ホール、都城市役所生活文化課にあります。詳細については、ＨＰをご覧頂下さい。

いいね！で情報ゲット！！

～利用料金改正（予定）についてのお知らせ～ 

「都城市総合文化ホールFacebook」をご存知ですか？

MJオリジナル
缶バッジ＆マグネット販売中！

2月から
期間限定で販売

MJ
チケットクラブ
会員先行発売

3/29㈯

一般発売
4/12㈯

※先行期間中は
1会員につき5枚まで

4月

平成26年度　南九州大学　入学式

平成26年度都城看護専門学校入学式

二人のビッグショー
水木大介・渕上雅代

都城市民劇場　第95回例会
劇団東演「ハムレット」

西小学校吹奏楽部　第8回定期演奏会

細坪基佳＆永井龍雲　Song for you

第46回都城工業高等専門学校卒業式　
第11回都城工業高等専門学校専攻科修了式

盆地のフレッシュコンサートvol．3
～都城から羽ばたく若い音楽家たち～　　

都城西高等学校吹奏楽部　定期演奏会

劇団カッパ座公演
「しらゆきひめ」

都城ときめき大学
講師：バイオリニスト　大谷  康子　氏

学校法人都城コア学園
都城コアカレッジ・都城デンタルコアカレッジ

平成26年度入学式

都城ときめき大学
講師：宮川　泰夫　氏

ゼロからの出発
講演＆トークショー　＊詩の朗読＊

スイングメイツ　ジャズオーケストラ
30周年記念コンサート

第39回　通常総代会

壮年講演会

現代狂言Ⅷ
狂言とコントが結婚したら・・・

平成25年度都城看護専門学校卒業式

学校法人都城コア学園　
都城コアカレッジ（第25回）　

都城デンタルコアカレッジ（第4回）　卒業式

4日（金）

5日（土）

2日（日）

3日（月）

6日（日）

7日（月）

8日（火）

11日（金）

13日（日）

19日（土）

8日（土）

9日（日）

14日（金）

15日（土）

20日（木）

16日（日）

25日（金）

27日（日）

大・中

行事名日 ホール 料金 お問合先開演

中

中

大

中

中

大

中

中

大

中

大

中

中

大

大

中

中

中

中

南九州大学
☎0986-21-2111

都城看護専門学校
☎0986-22-0711

カルチャークラブ西日本
☎099-220-3069

宮崎県立都城西高等学校
☎0986-23-1904

都城ときめき大学
☎0986-21-2112

都城市民劇場
☎0986-21-8082

都城市総合文化ホール
☎0986-23-7140

都城看護専門学校
☎0986-22-0711

学校法人都城コア学園
☎0986-38-4811

学校法人都城コア学園
☎0986-38-4811

都城ときめき大学
☎0986-21-2112

都城市身体障害者福祉協会
☎090-9568-6228

スイングメイツジャズオーケストラ
☎090-3739-2418

都城農業協同組合
☎0986-22-9813

都城市立西小学校
☎0986-22-4319

都城市総合文化ホール
☎0986-23-7140

劇団カッパ座　都城カッパ友の会
☎0986-22-4938

都城工業高等専門学校
☎0986-47-1106

都城市総合文化ホール
☎0986-23-7140

南九州青少年育成会
☎0986-37-3550

5,500円

一般3,800円
高校生以下1,000円

10:00

14:00

12:30

18:30

10:00

17:30

14:00

14:00

10:00

13:30

10:00

18:00

13:30

18:30

13:30

18:25

14:00

18:30

9:30

13:30

関係者

関係者

3,000円

会員

関係者

会員

大人1,000円
小中高生500円

1,000円

関係者

500円

関係者

関係者

無料

関係者

300円

会員

大人1,600円
小人1,100円

愛の会

21日（金）

大 都城邦舞会（愛の会）
☎0986-39-391512:00 1,000円

無料

3月
行事名日 ホール 料金 お問合先開演

第12回都城泉ヶ丘中学・高等学校吹奏楽部　
定期演奏会

30日（日）
中 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

☎0986-23-022313:30 400円

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2/11㈫現在のものです。

※売り切れ次第、販売を終了します。


