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INTERVIEW

Q. 現在はどのような音楽活動をされていますか？

東さん　自身が出演する側として、歌と語りによる各種コン
サートや、今を生きる作曲家の方々の新作初演、また学校公演
等を、主に都城や宮崎県内でさせて頂いています。時折、お洒
落なプライベートコンサートに出させて頂くこともあります。
一方で、今や立派な歌い手となった教え子達のコンサートのプ
ロデュースもしています。

永野さん　学校コンサートや教会、地域のボランティアで歌っ
たり、指導しています。また、最近ではアイドルグループのボ
イストレーナーもしています。

酒井さん　現在は宮崎市で子育て中心の生活を送っております
が、その中で、合唱の公募ソリストオーディションを受けて歌っ
たり、チェンバロなどの古楽器と古楽アンサンブルをさせても
らったりと新しい出会いも頂いています。11月にはメディキッ
ト県民文化センターで、明治生まれの作曲家にスポットを当て
た日本歌曲のコンサートに出演予定です。

Q. 故郷で歌う喜びを感じるのはどのような時ですか？

東さん　本当に皆様に支えられて、私も故郷都城での音楽活動
が 26 年目となり、この地で音楽家として、社会人として成長
させて頂き年を重ねて参りました。帰郷当初は未熟ですし、演
奏に必死でなかなか実感できなかったけれど、20 年目位から
やっと、演奏中はもちろんステージに登場する時から、故郷の
皆様の拍手や眼差しの温かさが感じられ、心からありがたく嬉
しく思います。もちろん、音楽で皆様と心がつながれる時が至
福です。

永野さん　初めてコンサート（特にクラシック）に来た、ある
いは初めて大きなホール・施設に来た、という方から「初めて
でドキドキしたけど来て良かった」「その後、コンサートや施
設に行く回数が増えた」と聞いた時です。

酒井さん　高２で声楽を始めて以来、平成 9 年の都城市民オ
ペラでの芸大の青木美稚子先生との出会いも含めて、私は都城
に育ててもらいました。今回は高校時代から憧れの東先生、以
前同じオペラの舞台に立った朱美先生とご一緒できるとあり、
本当に楽しみです。演奏に対する批評も届く、ふるさとは（怖
いけど）ありがたい所です。

Q. 10 年後、20 年後の都城の音楽文化のために今何が必要だと
思いますか？

東さん　文化は 10 年の計といわれていますから、都城音楽協
会や MJ の皆様を始め、盆地の多くの方々がされている立派な
活動が、10 年後、20 年後に必ず実ると思います。そうですね、
今何が必要かと問われれば、まず焦らないこと。また在住の、
潜在または休止されている音楽家に機会を作り、お力を広く社
会に役立てて頂くのも良いと思います。そのような音楽による
心づくりのために、願わくは文化予算でしょうか。

永野さん　何が必要かと誰もが考えること、と思います。今、
生きている人、特に音楽文化に関わって動かしている人が、絶
えず、こういう質問を一般の方にすることが必要かもしれませ
んね。

酒井さん　小さな子どもから大人まで楽しめるような、敷居の
高くない、上質な催し物が必要だと思います。

Q. 公演の見どころとメッセージ

東さん　盆地の音楽家シリーズに、初めて地元在住の音楽家が
出演させて頂けるとお聞きしました。見どころは、年代の違う
3 人のソプラノ歌手の今の姿（笑！）、聴きどころは、個性の
異なる 3 人が、それぞれに選曲した外国や日本の美しい曲を
この地で醸成した演奏の味でしょうか。

永野さん　日頃同じステージで演奏する事が無い 3 人です。
このステージでしか見ること、聞くことのできない（秘密！）。
当日のお楽しみです。初めてでもクラシックが嫌いでも年齢も
性別も関係なくお楽しみいただけると思います。地元出身が頑
張ります。ぜひお越しください。

酒井さん　いつか歌いたいと以前から温めていた、アメリカの
作曲家　カーライル・フロイド（1926 生）の「スザンナ」と
いうオペラからアリアを 1 曲歌います。都城・宮崎では初演
になるのかも知れません。ぜひ聴きにいらしてください。

Q. 代表して東さんよりメッセージを

初めての企画に最年長者として出演させて頂くことになり、大
変恐縮しています。年代は違えど私達は 3 人共、いつも音楽
の美を追求し情熱的に活動されていた故池田 玉先生の薫陶を
受けてきました。私も微力ながら池田先生の姿勢に少しでも近
づけるよう、そして続く世代に希望を持ってもらえるように、
愛する故郷への心からの感謝を持って取り組みたいと思いま
す。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

東由子さん 永野朱美さん 酒井道子さん

　都城圏域出身もしくは都城に縁があり、国内外で活躍する
音楽家を紹介してきた「盆地の音楽家シリーズ」（都城音楽協会、
都城市文化振興財団・MAST 共同事業体主催）。今回初めて、
地元を拠点に活動する音楽家をお迎えしてお届けします。
　出演するソプラノ歌手の3人にお話を伺いました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10 月 16 日（日）　開演 14：00　
盆地の音楽家シリーズ Vol.16　ソプラノ三色コンサート
中ホール　全席自由　一般 1,500 円　高校生以下 500 円　
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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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。
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。

〒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

〔メセナ会員〕住友ゴム工業株式会社 宮崎工場　　霧島酒造株式会社

〔正会員〕株式会社サニーシーリング　株式会社文昌堂　株式会社都城印刷　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　
　　　　  ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社　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）　　　
〔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　　

【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。

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

!
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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
10 月上旬から利用開始予定

法人会員 ＊チケット先行予約や広報誌への社名掲載などの特典があります。随時募集中！

　平成 18 年 10 月 22 日にグランドオープンした都城市総合文
化ホールは、おかげさまで本年10月に開館10周年を迎えます。
　ホールのエントランスには、愛称 MJ の名付け親である高橋
里佳さん（当時 13 歳）の名前と、愛称の意味が書かれた銅版
があります。MIYAKONOJO を略した「MJ」でもありますが、
「M」にはMusic＝音楽、Mind＝こころづくり、「J」には Joy＝
喜び、Join＝参加するの意味も込められています。

　この 10 年間で、多くの団体にご利用いただいてきたのはも
ちろん、お芝居や合唱など市民参加型の舞台制作も長年実施し
てきたので、舞台に立ったことがあるという方も多くいらっ
しゃることと思います。
　自身の表現を誰かに観てもらい、時に笑ったり涙してもらえ
る経験は、舞台規模の大小を問わず大きな充実感を得られるも
のです。また、舞台に立たなくとも、表現する活動自体が自身
の可能性を広げたり、自分を見つめ直す機会にもなります。
　さて、来る10月 22日と 23日には「MJ開館 10周年記念フェ
スタ」と題して、合唱やダンスで舞台に立っていただける機会
を設けます。ホームページやチラシなどで詳細をご覧になり、
興味が湧いた方は是非ご参加ください。舞台に立たなくてもい
いけど、この機会にちょっとかじってみたいという方向けに、
その日限りの短時間の講座も設けますのでお楽しみに！
　舞台での発表は観客席から拍手や声援を送る方がいてこそ成
り立つものです。「観る」という参加の仕方も大歓迎です。皆
様のご参加を心よりお待ちしています。

市民の発表に華を添えたり、サポートして下さるゲストアー
ティストの皆さんを一部発表いたします。

SPECIAL

MJの開館10周年を
「参加して」みんなでお祝いしませんか？

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

MJ 開館 10 周年記念フェスタ
10月 22 日（土）ダンスの日
　市民参加によるダンスの発表公演を行います
10 月 23 日（日）音楽の日
　市民参加による演奏会に服部克久氏がゲスト出演します

ダンスの日、音楽の日ともに、子どもから大人まで、いろん
な方にご参加いただけるようなプログラムを準備します。詳
細はホームページなどでご確認ください。
また 2日間を通して、次のような企画を準備しています。
・舞踊、音楽などの体験講座
・ロビーなどでのミニライブ
・造形、絵画などでの作品の集団創作
・施設見学ツアー
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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。

都城市総合文化ホール  終身名誉館長

服部克久

ギター
坂元昭二
2016年 4月～
みやこんじょ大使

ヴァイオリン
山内達哉
2012年 8月～
みやこんじょ大使

振付家
Team んまつーポス
児玉孝文・豊福彬文・みのわそうへい
高橋るみ子（宮崎大学）

振付家・
ダンサー
中村蓉
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◆ 記録写真で振り返るMJの 10 年。今回は平成 21 ～ 23 年度です。
　〔上段／ 21 年度〕 子どものためのワークショップ「ソラ飛ぶ遊ビバ！」 ／ 服部克久 終身名誉館長就任記念「アレンジャーズ・サミット」 ／ F’s Company『マチクイの詩』バックステージツアー
　〔中段／ 22 年度〕 東京混声合唱団 都城特別演奏会／ 早川直己 作品展「音楽から生まれた銀河」／ 青少年ふれあいステージ（学校公演）劇団こふく劇場『カチカチ リンカリンカ』
　〔下段／ 23 年度〕 MJ フェスタ／ 市民参加型舞台制作事業 “ドラマをつくる会” スマイルみやこんじょ 第 1回発表公演 朗読劇『ふちもふち／こめもこめ』／ なつかしいみやこんじょサロン

9月～ 11月秋

おかげさまで

開館　　周年！10


