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CACE1.　「みんなの夢で浮く気球」が出来るまで
　　　　／造形作家　松下太紀さん（宮崎市）
  ―  干支にちなんだ立体作品の制作を松下さんに依頼して 4 年
目です。作品を囲んで、みんなで踊るのも恒例となりましたが、
今回初めて、ダンスの振付・演出を担当する徳永紫保さんと、
作品のテーマから話し合いました。アイデア出しから創作の過
程において、特に印象深かったことを教えてください。

　もっとも大変だと感じた点が、最初のアイディアまでの道の
りでした。戌、犬、イヌ……いくら考えても自分の中でバッチ
リはまる何かが生まれてこなかったですが、徳永さんからの「冒
険 ( 犬も歩けば棒にあたる→ぼう＋犬→ぼうけん )」というキー
ワードで、一気に道が拓けました。
　気球の立体は、僕が小学校の時に好きだった冒険映画のポス
ターアートを元に制作しましたが、イヌ君たちは、ホームセン
ターのペットフードコーナーのパッケージに載っている犬種か
らチョイスしたのでした。
　ダンスとのコラボに向けては、軽量化など、普段の制作とは
違う工夫をしました。それでも、当日のダンスの演出で、立体
を抱えてダッシュしたのは、かなり息切れしてました ( 笑 )

CACE2.　ダンス創作の中で気にかけていたこと
　　　　／ワークショップ講師　徳永紫保さん（都城市）
  ―  昨年の夏に障害のある人もない人も共に踊るダンス公演を
制作し、アシスタントを務めていただきました。公演が終わっ
てからも、徳永さんを含めてメンバーが自主的に活動を続け、
今回、また新たにダンス創作の機会を得ました。ホール公演で
はない特殊な環境にもありましたが、特に気にかけていたこと
を教えてください。

　障害のある人ない人、松下さんの立体、MJ ホールの建物、
お客様。その日その時に MJ にいらっしゃるみなさんが一緒に
楽しめること共感できるようなものができたらいいなぁと思っ
ていました。
　ダンスの中で不織布を使ったシーンを創りましたが、メン
バーのお一人の指の動きをみていて思いつきました。
　ひとりひとりのどこがどのように動くのか？ 
　動かせる部分がキラキラ生かせるような振りにしたい！と考
えていました。ですから、観客のみなさんにも作品の中でひと
りひとりの小さな動きに気づいてもらいたい、同じ振りでも違
う動きがあることを観てもらいたかったです。
　さらに、違う身体で違う動きだけど、一緒にやるとなんだか
楽しくてステキだ！！ということを共感していただきたいと願
いながらの創作活動でした。
　まだまだ動きだしたばかりの活動ですが、メンバーのみなさ
んとダンスのおもしろい発見や可能性をもぞもぞ探っていきた
いと思います。
　野外でのパフォーマンス！
　一番気にかけていたことは「お天気」でした～。

CACE3.　紙の中で素直な気持ちが踊っていた
　　　　／書ワークショップ講師　生駒新一郎さん（宮崎市）
  ―  エントランスに長さ約 3ｍの書の作品が掛かるのも、ＭＪ
では馴染みの風景になってきました。筆をバトンに様々な人の
感性が一つの作品を生むユニークなワークショップです。

　筆バトンの題材は毎回考えますが、今回は、子どもから大人
まで、生きていることを共通で感じられる『手のひらを太陽に』
と『夢を書こう（夢、ゆめ、ユメ、dream のいずれかを書く）』
でした。みなさん純粋に筆で文字を書く憧れや懐かしさがあっ
て書かれていまして、その姿、表情が実に楽しそう、嬉しそう
でした。
　上手いとか下手とかのものではなく、書きたい表現したい気
持ちがそのまま出ていて、字が違っていたり、大きくなったり、
小さくなったり、ぶつかったりも、ありのままの姿形です。
　紙の中で、みなさんの素直な気持ちが踊っているようでした。

　去る 1 月 21 日、新年のポジティブな気持ちを、様々な芸術
文化ワークショップの中で表現出来る、ＭＪ流新年の体験イベ
ント「踊る！都城 !!  初春☆夢を描こう、踊ろう。」を開催しま
した。
　当日は小さなお子様から大人まで、障害のあるなしも、国
籍も関係なく（国際交流イベント「ワールドフェスタ i n みや
このじょう」も同日開催でした）、様々な方が集まり交流を楽
しんだ一日でした。関わって下さった方は、どんな想いで当
日を迎え、過ごしたのか、ミニインタビューをお届けします。
　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊

自由の翼で誰もが冒険の旅に！
ＭＪ流　新年の体験イベント

当日、来場者は思い思いに夢や
目標を描き、松下さんがそれら
を気球のパラシュート部に見立
てて組み立てました。

何かが生まれる、胎動の
ようだった、印象的な
オープニング。

障害ある人が表現を行う場「あ
わいや」の代表でもある生駒さ
ん。MJ でも一人一人に優しく声
を掛け、柔らかな交流空間が生
まれました。
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INFORMATION

▶様々な貸室が充実しています
　MJ には、コンサートや演劇などを行うホールの他にも、
会議室や練習室などの貸室がございます。1 時間単位で貸し
出しをしておりますので、お気軽にご利用ください。

練習室１（定員 50 名）

【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　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　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　

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

① 空き状況確認（来館／電話／インターネット）
② 利用許可申請書を提出 or インターネット予約
③ 施設料金のお支払（来館／振込）
　＊ いずれの申請の場合も、事前に利用者登録が必要です。
　＊ 料金はご利用の内容によって商業か通常かを判断します。

詳しくは窓口・お電話にて直接お問い合せいただくか、ホー
ムページをご覧ください。

▶全館停電のお知らせ
3 月 14 日（水）は終日、全館停電作業を行います。FAX、留守番電話、
全駐車場の利用が出来ませんので、予めご了承ください。

グランドピアノ※や大きな鏡があ
る防音の広いお部屋です。大人
数での合唱練習や楽器練習、ダ
ンス練習の場所として最適です。
また、仮設ステージ※を組むこと
ができますので、ミニ発表会に
も対応できます。

【料金】（商業）2,760 円
（通常）     920 円

練習室２（定員 30 名）
ドラムセット・ギターアンプ・
ベースアンプ※などがあり、バン
ド練習にぴったりのお部屋です。
アップライトピアノ※を利用し
て、合唱の練習などにもお使い
いただけます。

【料金】（商業）2,160 円
（通常）　 720 円

練習室３（定員５名）
ドラムセット・ギターアンプ・
ベースアンプ※などがあり、バン
ド練習におすすめのお部屋です。
練習室２よりも小さな間取りで
すので、個人の楽器練習にもご
利用いただいています。

【料金】（商業）900 円
（通常）300 円

会議室１（定員 72 名）
最も広い部屋で、研修や会議、
説明会に最適です。間仕切りを
して半面のみ（定員 36 名）を利
用することもできます。

【料金】

和室（定員 40 名）
76 畳ほどの広い和室です。茶道
や着付け練習はもちろん、着物
などの展示会場としても利用で
きます。お子さま連れでのママ
友会やコスプレサークルの活動
場所にもおすすめのお部屋です。

【料金】（商業）1,830 円
（通常）　 610 円

インターネット予約で
より便利に！使いやすく！

全面利用時
　（商業）1,830 円
　（通常）　 610 円 
半面利用時
　（商業）　900 円
　（通常）　300 円

予約は簡単！

※は別料金
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3月～ 5月春

2017 年度交流事業「初春☆夢を描こう、踊ろう。」2018 年 1 月 21 日（日）開催
新しい年の幕開けを様々なアート体験（表現）で、みんなでお祝いしました。

当日、出来上がった作品の一部はMJ のロビーなどで展示しております。
ご来館の際は、ぜひゆっくりとご鑑賞ください。
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