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  ―  今回のコンサートのきっかけを教えてください。

　今回、都城音楽協会の中西徹博会長からお声がけを頂きまし
た。今まではクラシック系の公演がほとんどでしたが、今回は
ポップス系を、と言う事でのお話でした。
　私は都工卒業後、東京の音楽学校に入学しましたが、在学中
にデビューして、今年がミュージシャンデビュー 35 周年にな
ります。そんな記念の年に、故郷から声をかけて頂いて大変光
栄に思います。

  ―  見どころを教えてください。 

　私だけではなく、都城＆近郊出身のメンバーでやりたいなと
言う事で、このメンバーになりました。
　ギターは私、宮路一昭。アニメ「キャプテン翼 J」の主題歌

「Fighting!」でアーティストデビュー、2000 曲以上の楽曲を
作編曲しています。ドラムのToshi Nagai君は、GLAYのサポー
トで有名ですが、私とは高校時代に西村楽器店で対バンした仲
でした。サックスの宮里陽太君は小林出身で、山下達郎さんや
竹内まりやさんのサポートで今や日本中を駆け巡る人気サック
スプレーヤーです。トロンボーンの和田充弘君は三股町出身の
ジャズやブラジル音楽が得意なトロンボーン奏者です。
　都城在住組は、古地克成トリオ、スイングメイツ・ジャズオー
ケストラが参戦。このメンバーで、ここでしか見られないセッ
ションを披露します。これだけの面子が揃うのは初めてだと思
いますので、そこが見どころでしょうか。

  ―  故郷・都城への想いをひとこと。 

　私の生まれた場所。今も実家があり、家族や友人が多く住ん
でいるかけがえなのい場所。無垢な私の心を育んだ命の源、と
でも言いましょうか。帰ってくると安心する場所です。
　私は高校生の時の盆地まつりで中央通りの特設ステージで高
校生バンドで演奏しました。 2015 年に盆地まつり実行委員会
から「安久節」の新しいアレンジを依頼されて「安久節～盆地
ミクスチャー Version ～」を編曲しました。
　そろそろ故郷へのご恩返しをしたいと思っていた時に良いお
話をいただきました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

盆地の音楽家シリーズ vol.18　Big 4 Jazz Time
2018年 10月 14日（日）開演14：00　大ホール
全席自由：一般1,000円、高校生以下500円　
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　宮崎県都城市出身。1983 年ミュージシャンデ
ビュー。JASRAC 正会員。ギター＆ボーカルユニッ
ト FACE FREE で、アニメ「キャプテン翼Ｊ」の主
題歌『Fighting!』で東芝 EMI よりアーティストデ
ビュー。やなせたかし原作のアニメ「ニャンダーか
めん」の音楽監督＆プロデュース、「桃太郎電鉄＆伝
説シリーズ」「人生ゲームシリーズ」ほか数々のゲー
ムミュージック制作、人気声優の音楽プロデュース
や CM、ドラマ、アニメ＆ゲームなどの BGM 制作等、 
幅広い分野で活躍中。2012 年 4 月からレインボー
タウン FM で「サタマニ♪」開始。2018 年現在 7 年
目のメインパーソナリティー＆番組プロデューサー
として活動中。

「サタマニ♪」 http://satamani.com/

　都城に縁のある演奏家を迎えて毎年お送りしている「盆地
の音楽家シリーズ」（主催：都城音楽協会、都城市文化振興
財団・MAST 共同事業体）。
　これまではクラシック音楽をお送りしてきましたが、今回
初めてジャズを取り上げます。企画のきっかけを作った作曲
家・宮路一昭さん（都城市出身）にお話を伺いました。

　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

盆地で育ったプロ・ミュージシャンたちが集う、
この日限りの贅沢なセッションにこれだけの期待！

Topics
ランチタイムの市役所ロビーコンサートが
12月で通算400回を迎えます♪
　市役所ロビーコンサート（通称ロビコン）は、自動演奏機
能付きピアノが市に寄贈されたことをきっかけに、平成 6 年
に「おたまじゃくしの会」が始めました。
　平成 25 年度からは、都城市文化振興財団が運営を引き継
いでおり、都城市内外のアマチュア演奏家の方々に出演して
いただいています。多くの市民が気軽に芸術文化に親しむこ
とができるように、これからも継続していきます。
ぜひ一度、聴きにいらしてください。

　ロビコンは、大掛かりではなく、ちょっとした演奏ができ
る場として、とても良いと思います。お客様を身近に感じて
います。市役所に来た方が、立ち止まって聞いていただいた
り、ロビコンを楽しみに来られる方がいて、とても嬉しく思
い、楽しく演奏しています。

箏笑 さん（7/26 出演）
ことえみ

お箏演奏ユニット

▶ 出演者よりひとこと

▶ 今後のコンサート予定

9/13（木）

9/27（木）

10/11（木）

10/25（木）

11/15（木）

12/20（木）

1/24（木）

2/21（木）

ソプラノ独唱
ソプラノ独唱
歌・踊り・演奏
合唱
コーラス
ハープ演奏
女声コーラス
声楽コンサート

森重智菜美・瑞紀
菊池真理子
ひまわり劇団
なのはな合唱団
ピュア・シンガーズ
堀之内聡子
遊声
歌う会

＊出演者募集については、毎年 2月頃に市広報やMJ ホームページ、
　チラシ等で告知します。

時間▶ 12：20 ～ 50
場所▶ 都城市役所本館１階ロビー

みやじ かずあき

宮路 一昭

祝♪400 回
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Report

　雨も上がった昼下がり。なにやら MJ の練習室にお集まり
の皆さん。さて、何が始まるのでしょうか？？

　練習室では車イスの人、杖をついている人、お母さんの人、
こどもの人、男の人、いろんな人が輪になっています。自分
の腕や足をさわって、さすって、動かして。背伸びして、肩
をまわして。

　「ゆっくり呼吸しましょう」
　声をかけているのは、都城市文化振興財団事業課の徳永紫
保。どうやらこの集まりの進行をする「踊る人」で、皆さん
はダンスを踊りに集まったようです。

【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。

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。
ＭＪ駐車場以外の近隣店舗駐車場、月極駐車場等には絶対に駐車しないで下さい。

〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106-100　TEL.0986-23-7140　FAX. 0986-23-7143
チケット予約専用　TEL.0986-23-7190

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場　　霧島酒造株式会社
株式会社サニーシーリング　株式会社文昌堂　新洋海運株式会社　ホテルウイングインターナショナル都城　南日本酪農協同株式会社　都城グリーンホテル　
株式会社トーア　都城ヤクルト販売株式会社　つやげん九州株式会社　株式会社アイワホール　大淀開発株式会社　社会福祉法人大淀福祉会
株式会社システム・ナイン　特定非営利活動法人 宮崎文化施設支援機構　都城ビルサービス株式会社　ＢＴＶ株式会社　都城商工会議所　
一般社団法人都城市北諸県郡医師会　一般社団法人都城観光協会　吉原建設株式会社　学校法人南九州学園（南九州大学・南九州短期大学）　
社会福祉法人都城市社会福祉協議会　株式会社エビス商事　株式会社エビスブロイラーセンター　株式会社エビス　グランドパティオ都城

都城市 PRロゴ利用許諾第 31 号

▼ホール主催公演情報をイチ早くお届け！

mjhall@mj-hall.jp

!

MJ
Ticket
Club

年会費 1,000 円
ＭＪチケットクラブは、お手頃な会費で公演情報の案内、チケット先行予約（ホー
ル主催の指定公演）などの特典を提供する友の会組織。
インターネットでの入会・チケット予約／クレジット決済も可能。

貸館利用受付 〔窓口・電話・FAX〕 9：00 ～ 19：00

〔開館時間〕9：00 ～ 22：00　〔休館日〕毎週水曜（水曜が祝日の場合は翌日休館）、年末年始

第４駐車場

法人会員は、チケット先行予約などの特典があります。随時募集中！

チケット販売 〔窓口・電話〕 9：00 ～ 19：00　〔インターネット〕24 時間受付
◎ MJ ホームページからチケット予約可能。ご利用には会員登録（無料）が必要です。

私たちは都城の芸術文化の振興を支援しています
〔メセナ会員〕

〔正会員〕

〔準会員〕 カヤバシステムマシナリー株式会社　株式会社ワールドトラベル　医療法人明和会 宮田眼科病院　久保産業株式会社　学校法人都城コア学園 ※ご入会順

▶360度パノラマVRで、MJバーチャルツアー！
　株式会社メディケアコミュニケーションズ（三股町）の
360 度パノラマ VR（バーチャル・リアリティ）の技術を導入
して、ホームページから MJ 館内をバーチャルツアーできる
ようになりました。
　「会議室を借りる前に、室内を確認したい」「ホールの座席
からの眺めを見てみたい」「駐車場とそのアクセスを知りた
い！」といった方々にオススメです。
　パソコンやタブレット端末、スマートフォンから閲覧可能
です。ぜひ、ご覧ください！

▶「1」・「3」・「2」
リーダー役の人が声をかけるとみ
なさんの頭や腕が動き出します。
これは、身体に番号を付け、リー
ダーが指示した番号の部分をそれ
ぞれ自分が動かしたいように、好
きなリズムで動かすダンス。
見ていると指揮者の合図で動き出
すアンサンブルみたい！
リーダーも得意気です。

▶「身体のどこかをくっ付けたまま
動いてみましょう」
相手の呼吸や動きを意識しながら
障害物を越えていきます。
身体をいろんな形に変化させなが
ら動くと、面白いポーズや動きが
生まれるんだね。

▶「紙になりましょう」
チラシをつまんでひらひらさせる
と、皆さんの身体もひらひら。
ゆらゆら。ぶるぶる。
ピーンと張ると身体もぴーん！
紙の動きに合わせると、意識を飛
び越えた動きがでてくる。

Information

◀ホームページ上ではこのバナーが目印

URL：http://mj-hall.jp/hall-view/

はぐくみのダンスは、決まった形のないダンス。
日常の道具や言葉を道標にとなりの人の呼吸を感じて身体を
動かす。
みんなでつながれば　ほら、ダンス。

〔日　時〕前期　9/2（日）、9/23（日）
　　　 　 いずれも 14 時～ 15 時 30 分　　
　　　　 ＊後期シーズンは 10/21（日）からスタート！
〔参加費〕1回毎に 500 円　　　
〔申込方法〕FAX 0986-23-7143  E-mail／mjhall@mj-hall.jp

検索エンジンで、　MJ　360 度　と入力、 ▶
または右のQRコードを読み込んでくだ
さい。

参加者
まだまだ
募集中！

障害のある人もない人も共に踊ろう～はぐくみのダンス

▲ 画面上に示された白い丸をクリックすると移動します。

MJdays
2018 年 　号都城市総合文化ホール広報誌

に イロドリを。

発行・編集／都城市文化振興財団・MAST 共同事業体（都城市総合文化ホール指定管理者）

http://mj-hall.jp

9月～ 11月秋

アートと福祉の出会いは、明日を変え、地域を変える可能性を秘めている。

〔左上〕6/2（土）老いも介護も楽しくなる演劇的ヒント　　〔左中〕6/3（日） 老いも介護も楽しくなる演劇的ヒント　　〔右上〕6/17（日） 音楽とダンスが生む奇跡～ダンス
〔左下〕6/17（日）音楽とダンスが生む奇跡～セミナー　　 〔中央下・右下〕6/17（日）音楽とダンスが生む奇跡～音楽

都城市総合文化ホールは、個人を取り巻く社会的状況等に関わりなく、全ての人が芸術文化を通して社会参加できる事業に取り組んでいます。


