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宮崎市民プラザ開館２０周年記念事業
オーケストラ・リクエストコンサート

映画音楽

ミュージカル

宮崎市民プラザでは、皆様からのリクエスト曲をゲストアーティストとオーケストラの演奏で
お届けする「オーケストラ・リクエストコンサート」の開催に伴い、リクエスト曲を募集します !
（本誌裏面参照）

リクエスト募集チラシ裏面のリクエスト曲リストにある「クラシック」
「映画音楽・ミュージカル」
「ポップス・
歌謡曲」の各部門から５曲ずつ、計１５曲を選曲してください。また、リクエスト曲についてのエピソードも
添えてください。 ※リスト以外の曲もリクエスト可
※エピソード無しでもリクエスト可
①インターネット･･･市民プラザホームページや facebook、twitter、
ＱＲコードからリクエストフォームに入力
②持参 又は ＦＡＸ･･･リクエスト募集チラシ裏面を記入の上、市民プラザへ持参又は FAX（29ｰ2244）で送信
令和３年４月１日（木）から６月30日（水）まで
宮崎市民プラザ 企画係 TEL.0985-86-7777（※月曜休館日

月曜日が祝日の
場合はその翌日

）
©KINYA OTA(MILD)

開館20周年記念

オーケストラ

リクエスト
コンサート
令和３年11月14日
（日）
開催決定

MAKOTO

小柳ゆき

木嶋真優

井手綾香

みやざきリクエストコンサート管弦楽団

♪ リクエスト曲リスト ♪

♪クラシック 部門

1 アイネクライネナハトムジーク（モーツァルト）

♪映画音楽・ミュージカル 部門

1 アイ・ウィル・フォロー・ヒム（天使にラブ・ソングを）

2 愛のあいさつ（エルガー）

2 愛のテーマ（ゴッドファーザー）

3 愛の悲しみ・愛の喜び（クライスラー）

3 愛のテーマ（ニュー・シネマ・パラダイス）

4 アヴェ・マリア（カッチーニ）

4 アシタカせっ記（もののけ姫）

5 威風堂々（エルガー）

5 アナザー・デイ・オブ・サン（ラ・ラ・ランド）

6 「ウィリアムテル」序曲（ロッシーニ）

6 いつも何度でも（千と千尋の神隠し）

7 美しく青きドナウ（J.シュトラウス2世）
8 カヴァレリア・ルスティカーナ（マスカーニ）

7 宇宙戦艦ヤマト
8 海の見える街（魔女の宅急便）

9 カノン（パッヘルベル）

9 男はつらいよ

（ハチャトゥリアン）
10 仮面舞踏会「ワルツ」

10 オペラ座の怪人

11 カルメン組曲（ビゼー）

11 オン・マイ・オウン（レ・ミゼラブル）

12 くるみ割り人形（チャイコフスキー）

12 風のとおり道（となりのトトロ）

3 愛をこめて花束を（Superfly）
4 いい日旅立ち（山口百恵）
5 糸（中島みゆき）
6 栄光の架橋（ゆず）
7 カイト（嵐）
8 川の流れのように（美空ひばり）
9 きっと、ずっと（井手綾香）
10 雲の向こう（井手綾香）
11 紅蓮華（ＬiＳＡ）
12 言葉にできない（オフコース）
13 366日（HY）

13 結婚行進曲（メンデルスゾーン）

13 ガブリエルのオーボエ（ミッション）

14 交響曲第7番（ベートーヴェン）

14 彼こそが海賊（パイレーツ・オブ・カリビアン）

15 交響曲第25番（モーツァルト）

15 カントリーロード（耳をすませば）

（ヴィヴァルディ）
16 四季「春」

16 君をのせて（天空の城ラピュタ）

（ヴィヴァルディ）
17 四季「冬」

17 ゴジラのテーマ

18 G線上のアリア（J.S.バッハ）

18 サウンド・オブ・ミュージック
19 サークル・オブ・ライフ（ライオンキング）

20 シンコペーテッド・クロック（アンダーソン）

20 さんぽ（となりのトトロ）

19 ハナミズキ（一青窈）
20 パプリカ（Foorin）
21 ひまわりの約束（秦基博）

21 新世界（ドヴォルザーク）

21 スター・ウォーズのテーマ

22 スペイン舞曲（ファリャ）

22 ダンシング・クイーン（マンマ・ミーア！）

23 タイスの瞑想曲（マスネ）

23 ディス・イズ・ミー（グレイテスト・ショーマン）

24 誰も寝てはならぬ（プッチーニ）

24 トゥナイト（ウエストサイド物語）

25 チャルダッシュ（モンティ）

25 トゥモロー（アニー）

26 ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）

26 虹の彼方に（オズの魔法使い）

27 剣の舞（ハチャトゥリアン）

27 ひこうき雲（風立ちぬ）

（オッフェンバック）
28 天国と地獄「カンカン踊り」
29 亡き王女のためのパヴァーヌ（ラベル）

29 星に願いを（ピノキオ）

（チャイコフスキー）
30 バレエ「白鳥の湖」

30 マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン（タイタニック）

31 ハンガリー舞曲第5番（ブラームス）

31 ミッション・インポッシブルのテーマ

32「フィガロの結婚」序曲（モーツァルト）

32 ムーン・リバー（ティファニーで朝食を）

（グリーグ）
33 ペールギュント「朝」

33 メモリー（キャッツ）

34 ボレロ（ラベル）

34 レット・イット・ゴー（アナと雪の女王）

（ホルスト）
35 惑星「木星」

35 ロッキーのテーマ

朗読劇
「たかえ先生への手紙」
今年度開催の「演劇公演」は、
本田誠人さんが脚本を手掛けた
朗読劇に決定しました！

※開催日等の詳細は、決まり次第宮崎市民プラザのホームページ・Facebook等にてお知らせいたします。

http://www.siminplaza.com/

https://www.facebook.com/
plazamiyazaki

ご来館の際のお願い

●出来るだけ乗り合わせまたは、公共の交通機関をご利用ください。
●駐車場の台数には限りがありますので、駐車出来ない場合もございます。
●周辺道路などへの駐車はご遠慮ください。

ネーミングについて

県庁

2 番のりば

1

地下駐車場

毎週月曜日、及び年末年始（月曜日が祝日の場合はその翌日）

F a cebook



宮崎市民プラザ

松橋 1 丁目
バス停

〒880 - 0 0 0 1 宮 崎 市 橘 通 西 1丁 目 1番 2 号
ホームページ

33 LOVE LOVE LOVE（DREAMS COME TRUE）
34 One Love（嵐）
35 Pretender（Official髭男dism）

P ❷松橋駐車場

TEL 0985 -24-1008 FAX 0985 -29-2244
日

31 HANABI（Mr.children）
32 Jupiter（平原綾香）

たかえおばーちゃんの楽しみは、教え子達からやってくる手紙を読むこと。
しかし、突然目が見えなくなってしまったことでその生きがいを無くしてしまっていた。
そこにある日、お手伝いとして雇われた朝子がやって来る。
「手紙だけ読んでくれればそれでいいの」
楽な仕事に喜ぶ朝子、手紙の配達に毎日やって来る郵便屋さんの圭太郎。
やけに親切な郵便屋さんの圭太郎がたかえ先生の遺産を狙っていると勘づく朝子。
圭太郎は圭太郎で朝子に隠された重い過去を知ることになる。
季節は移りやがて・・・たかえおばーちゃんへの手紙は届かなくなる。
落ち込むたかえおばーちゃんのために朝子と圭太郎は悩んだあげく、教え子のフリをして
手紙を書いてあげることにする。そう、嘘の手紙を。

指定管理者 公益財団法人宮崎文化振興協会

館

28 ロビンソン（スピッツ）
29 be alive（小柳ゆき）
30 Everything（ＭＩＳＩＡ）

〜あらすじ〜

宮崎市民プラザ
休

22 炎（ＬiＳＡ）
23 負けないで（ZARD）
24 マリーゴールド（あいみょん）
25 メロディー（玉置浩二）
26 やさしさで溢れるように（JUJU）
27 瑠璃色の地球（松田聖子）

28 美女と野獣

令和３年度文化芸術企画事業

14 時代（中島みゆき）
15 少年時代（井上陽水）
16 たしかなこと（小田和正）
17 津軽海峡・冬景色（石川さゆり）
18 蕾（コブクロ）

19 序奏とロンド・カプリチオーソ（サン＝サーンス）

決定

♪ポップス・歌謡曲 部門

1 愛情（小柳ゆき）
2 アイノカタチ（ＭＩＳＩＡ）

橘通１丁目バス停
1 番のりば
3 番のりば
橘通１丁目
（市民プラザ）
バス停

宮崎市役所

≪ 車 ≫ 宮崎自動車道宮崎 IC より市街地方面へ国道 220 号線を北へ 20 分

交通
≪バス≫ 橘通り 1 丁目バス停から徒歩 3 分
アクセス
駐車場

≪ JR ≫ 宮崎駅からバスで 10 分
①地下駐車場（77 台）２時間無料、２時間超は１時間につき 100 円
②松橋駐車場（39 台）無料

