みなさん、着物はお正月や夏祭りに着るものだと思い込んで
ませんか？ 実は、
１年で着物を着る機会はこんなにあるんです。

初詣

２月

梅祭り

３月

桃の節句（雛祭り） 卒業式

４月

着物散歩

花見

５月

端午節句

母の日

６月

更衣

７月

六月灯

七夕祭

８月

盆踊り

花火大会

９月

重陽の節句

１０月

後ちの更衣

１１月

着物散歩

１２月

成人式

七草粥

着物供養

入学式
つつじ狩

ほたる狩

針供養

紫陽花祭

十五夜
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紅葉狩
忘年会

Interview
インタビュー

きもの三昧匠

新年会

きぬたや

黒木勝彦 さん

妻ヶ丘町で染み抜き屋「きもの三昧匠
きぬたや」を営む。毎年２月に「着物
供養」を主宰するなど、着物文化を現
代の日本人に再び広げるべく活動され
ている。

七五三

着物供養

１月

黒木さんのインタビューにも出てくる「着物供養」
。毎年２月に
各地で行われています。２０１５年、都城では２月 日に開催
予定です。

きものを装う日

和装で都城にイロドリを。

着物を身近にする、
あれこれガイド

★こんなにある！１年で着物を着る日。

【取材協力】
きもの三昧匠 きぬたや
都城市妻ヶ丘町12-11
TEL 0986-25-7272

★簡単に着られる、「二部式着物」
「着物って、着方がわかんない!?」なんてあなた、
「二部式
着物」って、
ご存知ですか？セパレートになっているこの「二
部式着物」。慣れると、自分ひとりでも５～10分で着つけら
れます。また、「ずっと受け継がれてきたけど、サイズが合
わなくて着られない！」という着物でも、
「二部式」に仕立
て直すことにより、楽に着ることができます。
①

①②上をはおり、下は巻きスカ
ートのように巻いて、
紐で結ぶと、
まるで１枚の着物を着ているよう。

②

⑤
③

⑥

⑤⑥正面からと後ろから。見
た目もちゃんとした着物を着
てるみたい。帯はマジックテ
ープ式のものを使えば、もっ
と簡単に着つけられます。

「着物を通して、和の文化を肌で感じてほしい」

──時代の流れによって着物は段々と着られなくなった。
夏祭りで浴衣を着る以外は、日本人の一生のうちで着物
を着る機会は、七五三の次が成人式。それを経ると、日
本人のほとんどが着物を着る機会が無いと思ってしまう。
「着物は『３世代着られる』と言われてきました。今よく
言われる『エコな衣服』です。もちろんそれは『虫干し』
や『洗張』という管理をしてのことですが、今は核家族
でしかも女性の社会進出の中では着物に関する家事労働
の負担は厳しく、虫干しが出来ないと、タンスの中はカ
ビの温床になってしまいます。昔は形見分けと言えば着

◇クリスマスツリーの瞬き

物を思い起こすほど大切にされていましたが、今では、
着ないからと手芸の材料に切り刻むのはまだしも、ゴミ
として捨て、焼いたという人さえ居ました。悲しすぎま
せんか？ せめて労いと感謝する『着物供養』をしよう
と始めました。着物を着る機会をつくる『着物供養』で
あり『着物散歩』としています。皆さん着物を着るのを
楽しみに参加されています。
」
──「着物供養」は「虫干しもかねてタンスに眠ってい
る着物を着よう」という催しで、2015年で16年目になる。
みんなで着物姿で集まって、風情のある日本家屋での食
事やお茶を楽しみ、周辺を散歩する、というものだ。毎年、
場所集めや人集めで苦労されており、「着物供養は年に１
回が限界」という黒木さんだが、
「着物供養」以外にも、
着物文化を若い世代に伝えるべくアイディアは尽きるこ
とがない。
「より若い世代にも和の文化に親しんでもらえるには、例
えば、学校で『立志式』をされてる所も有りますが、その時、
和の文化を肌で感じられる着物で晴れの式典にするとい
うのはどうでしょう？ 現代は晴れと他の区別のない服
装が広がってますが、節目とかケジメが希薄に成ってい
ます。また、『襟を正す』
『袂を別つ』
『袖触れ合うも多生
の縁』などなど、着物に関する格言はたくさんあります。
それらを学ぶことも含めて立志式を挙げると、少年少女
に日本文化を深く理解してもらえるかと思います。
」

◎ＭＪワークショップ通信 番外編
～色んなトコ取材に行って来ました！～
♪うたごえ喫茶
♪クーベリック・トリオ～舞台上で演奏を聴けちゃう企画～
♪菖蒲原のおはなし『明日、咲く花』
♪“スマイルみやこんじょ” 第６回公演
◎公演情報
♪東儀秀樹×古澤巌×coba 全国ツアー「TFC55」
♪スリーハンサムズ コンサート2015〜俺たちの放課後〜
◇イロトリドリノミヤコンジョ 和装で都城にイロドリを
◇Interview きもの三昧匠 きぬたや 黒木勝彦さん

[撮影場所]大ホールホワイエ

第２駐車場

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）
〒885-0024 宮崎県都城市北原町1106-100
チケット予約専用電話0986-23-7190
TEL0986-23-7140 FAX0986-23-7143
ホームページhttp://mj-hall.jp メールmjhall@mj-hall.jp
メセナ会員／住友ゴム工業株式会社 宮崎工場
正会員／株式会社サニーシーリング 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 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 株式会社宮崎ヒューマンサービス 特定非営利法人 宮崎文化施設支援機構 ビィーティーヴィーケーブルテレ
ビ株式会社 都城ビルサービス株式会社 一般社団法人 都城市北諸県郡医師会 都城商工会議所
準会員／久保産業株式会社 株式会社ワールドトラベル 学校法人 都城コア学園

MJ所有の大きなクリスマスツリーのイルミネーションと、キャンドルの暖かみ
のある光に包まれながらの幻想的な空間で行われる特別なミニコンサートです。
今年の出演者はAcoustic Vocal Unit "amour"（アムール）さん。等身大の真
っ直ぐな歌詞と重なり合う絶妙なコーラスは時にしっとり切なく、クリスマス
にピッタリのお二人です。
コンサートの他にも、イルミネーションの光の瞬く前での記念撮影スポットな
ど来場者が楽しめる仕掛けがいっぱい。
ご家族やご友人、恋人と特別なひとときを過ごされては？
19：00開演

大ホール
ホワイエ内
特設ステージ

入場料500円
（限定70席）

※お席は先着順です。
予定席数に達し次第、
入場をお断りする場合がございますのでお早目にお越しください。
※０歳から入場可能です。
未就学児童の入場は無料です。
※チケットはございません。
入口で入場料をお支払いただきます。
※記念撮影スポットへは無料にてお入りいただけます。

第１駐車場

2013 年 8 月 1st demo single「なちゅらる」リリース
「Music Revolution 宮崎大会」グランプリ
2014 年 3 月 「Sound Rush Miyazaki」グランプリ
2014 年 5 月 mini album「笑顔の花」リリース。

GS

※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。

【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。

amourプロフィール

2012 年結成。
宮崎県高千穂生まれ高千穂育ちの「愛奈」
宮崎県日南生まれ日南育ちの「瞳」からなるアコースティッ
クボーカルユニット。路上ライブや宮崎市内のライブハウ
スを中心に活躍中。

第３駐車場

神柱公園
駐車場

“amour”Christmas Special Live

昨年大好評でした「オトとヒカ リの音楽会」

平成26年12月号
□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／9:00～22:00 電話・FAX 9:00～20:00
□毎週水曜日休館（水曜が祝日の場合は翌日休館）

オ ト と ヒ カ リ の 音 楽 会

ＭＪ

12月16日（火）

都城市総合文化ホール
広報誌「MJdays」

con
ten
ts

◎PICK UP イベント
MJちょっとライブ オトとヒカリの音楽会
劇団四季ファミリーミュージカル「魔法をすてたマジョリン」
TAO 2015 FIRST LIVE

④

③④帯は、２本に分かれている帯。
１本を胴に巻きつけ、もう１本を太
鼓にして出来上がり。

──妻ヶ丘町で着物の染み抜き屋をされている黒木勝彦
さん。元々おじいさんの代から染物屋をされており、３
代目の黒木さんから染み抜き屋をされるようになった。
家業として着物は身近な存在だったが、昭和30年代頃ま
では誰もがそうだった。
「高度経済成長の時期、東京オリンピックの頃までは、母
親世代は着物が普通の生活で、学校の参観日などは『黒
羽絵』を着て参加されていました。女性が着物を着なく
なった理由は、この高度成長の中で女性の社会進出が進み、
また、車社会では活動的な衣服が好まれたからだと考え
ます。着物は、活動性より優雅さ、美しさを大切にした、
世界的にも稀な衣服で、着付けにしても難しさがあり、
それも遠ざけられる大きな理由でしょう。また、核家族
社会では、おばあちゃんの知恵や着付けの伝承が出来な
くなったのも理由のひとつかと思います。」

December.2014

※写真は昨年の様子です。

２ ０ １ ５ 年の
幕 開 け は 都城から！

すべての人に夢と感動を！

1982年に初演された後、多くの観客に夢と希望を与えてきた作品です。
心の奥にまで響く感動と、誰もが楽しめるように“魔法”がいっぱい仕掛
けられています。この作品は、普段恥ずかしかったり照れくさかったりす
る言葉をストレートに伝えてくれ、年齢性別問わず素直な気持ちにさせて
くれます。子どもたちが「思いやり」の気持ちをもって「ありがとう」と
素直に言えるように、そして親子の絆をより深いものにするためにご家族
で鑑賞してみてはいかがでしょうか？

ＭＪワークショップ通信
～色んなトコ取材に行って来ました！～

うたごえ喫茶
秋晴れで過ごしやすい気候の９月下旬。ホールで活動する「合
唱団あさぎり」のメンバーと一緒に歌を楽しむ“うたごえ喫茶”
をMJ内の「なのはな食堂」で行いました。なのはな食堂お手
製のデザートプレートと飲み物を食べながら、秋の曲や童謡・
唱歌、時には参加者にリクエストをもらいながら進行し、お
もいっきり歌を歌って、みんな心も体もすっかり満たされた
ようです♪

都城市総合文化ホールでは音楽などの文化
の楽しさを伝えたり、郷土の良さを再認識し
てもらえるような企画を行っています。今回
は、 ちょっと“MJらしさ”や“都城らしさ”が
感じられる企画をご紹介いたします。

クーベリック・トリオ

～舞台上で演奏を聴けちゃう企画～
11月６日にありました「クーベリック・トリオ」の演奏会の
前に舞台上で演奏を聴けちゃう“親子向け”のスペシャル企
画を行いました♪目の前で“ヴァイオリン、チェロ、ピアノ”
の演奏を見た子どもたちは、指揮を振ってみたり、足でリズ
ムを刻んだり。子どもたち以上にキラキラした目で演奏を楽
しんでいた親御さんの姿も印象的でした。国が違えば、文化
も言葉も全く異なる…しかし、音楽（音）は世界共通のもの。
それを親子共に全身で感じてくれていました。

TAO 2015 FIRST LIVE
※写真は過去の公演より。 撮影：荒井健

〜ものがたり〜
魔女の世界ではまだ小学生の魔女マジョリン。好奇心一杯の年頃だから子
どもが行ってはいけない魔女の夜祭りをこっそりのぞきに行き、見つかっ
てしまいます。許してもらうため魔女の検定試験に合格しなければなりま
せん。魔女は悪いことがたくさん出来るほど優秀。マジョリンも魔法で人
間たちを困らせるため人間たちの村に行きますが、そこで出会った不思議
な少年ダビッド。魔女の掟に逆らって彼を助けたらどんな事になるか…で
も助けたい！マジョリンが教えてくれたのは魔法より素敵な愛のチカラ！

全席指定

2015年2月8日
（日）

18：00開演

大ホール

S席 大 人 4,000円
S席 子ども 2,000円
A席 大 人 3,000円
A席 子ども 1,500円

オトクなチケット「グループ割引」
5枚以上購入で1枚あたり10％OFF、10枚以上購入で1枚あたり20％OFF
※都城市総合文化ホールにて同時購入分に適用されます。
※当日は500円アップ

※3歳からチケット必要。
2歳以下は膝上鑑賞無料
（座席必要なら有料）

世界20か国・400都市・観客動員数600万人。世界で通用するエンターテイメン
トという目標を掲げ“日本のかっこよさ”を世界へ発信し続け、驚異のドラム・
アート・パフォーマンスと称される「DRUM TAO」2年ぶりの都城公演です。タ
イトルの通り、都城公演が2015年国内初公演であり、また都城だけのスペシャル
構成のメンバーでお届けします。まさに、ここでしか見られない貴重な公演。伝
統と現代アートの融合が生み出す、
最先端の日本エンターテイメントをご堪能あれ。

★初めて参加させていただきました。おなかから声を出すって
すばらしいですね。気持ちがすっかり良くなりました。
★思いっきり声を出して歌えて最高でした。また、こういう機
会がありますように…

DRUM TAO

舞台に立つのは、極限まで肉体を鍛え上げたアスリートであり、表現者でもあるア
ーティストたち。彼らが繰り広げるのは、和太鼓という概念を覆した幻想的で美し
く多彩なメロディに、時に激しく心を揺さぶられる芸術的な舞台。その計算された
演出に、観客の心は鷲掴みにされ、かつてないエンターテイメントの世界へ導かれる。

2015年2月28日
（土）
※当日は500円アップ

18：00開演

大ホール

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター／ファミリーマート店頭
イープラス http://eplus.jp/[パソコン・携帯]
ローソンチケット （Ｌコード：81611）
チケットぴあ／セブンイレブン （Ｐコード：248-120）

2015年1月12日（月・祝）
18:00 開演 大ホール
チケット 全席指定 5,000 円
※当日は 500 円アップ ※未就学児入場不可

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター
ファミリーマート店頭
イープラス http://eplus.jp/[パソコン・携帯]
ローソンチケット （Ｌコード：86670）
チケットぴあ／セブンイレブン （Ｐコード：248-296）

全席指定
5,000円

※未就学児入場不可

チケット好評発売中！

10月13日
（月・祝）に予定してい
た公演の振替公演です。
チケットも再発売中！ 新年に極
上の音色をお楽しみ下さい。

スリーハンサムズ コンサート 2015

菖蒲原のおはなし

『明日、咲く花』

日々、安心して生活出来るのは、人生の先輩方のご苦労があっ
たから…そう気づかせてくれたのが11月16日（日）に菖蒲原
自治公民館で上演された朗読劇『明日、咲く花』です。市民
参加型でお芝居をつくる事業“スマイルみやこんじょ”が、
自治公民館の協力を得て地域ならではの物語をつくり公民館
で発表する企画の第３弾は、菖蒲原の方がお芝居のエンディ
ングソングの歌詞を作詞したり、公民館長さんがセリフを言っ
たり、作品創作にも大いに関わってもらいました。

２枚以上購入で１枚につき 500 円引き

（都城市総合文化ホール・鹿児島音楽協会事務局販売分のみ）
※未就学児入場不可

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター
鹿児島音楽協会
ファミリーマート店頭
イープラス http://eplus.jp/[パソコン・携帯]
ローソンチケット （Ｌコード：89749）
チケットぴあ／セブンイレブン （Ｐコード：245-684）

今回訳あって写真がないのですが、市民参加型演劇“スマイルみやこ
んじょ”本公演の顔合わせ、そして演劇のことやお互いを知るための
ワークショップが開催されました。年齢、性別は見事にバラバラですが、
早速ムードメーカーが現れて場が柔らかくなっていきました。今回は、
脚本の題材などもみんなで話し合って決めていきます。期待も不安も
あるようですが、演劇の力でみんな一つになって困難を乗り越えたい
と思います。さて、顔合わせ前夜には、脚本・演出の福田修志さんと、
スマイルみやこんじょの企画担当である松原正義が次のような会話を
していたようです。
福田
松原

松原
福田

2015年３月8日
（日）
15:00 開演 大ホール
チケット 全席指定 6,500 円

“スマイルみやこんじょ”第６回公演

福田

〜俺たちの放課後〜

「夕暮れ時はさびしそう」
「八十八夜 」“N.S.P” の中村貴之・平賀和人と、
「白
い冬」
「春雷」元ふきのとうの細坪基佳によるユニット、初の宮崎ライブ！

※当日は 500 円アップ

★体を動かして、楽しそうに演奏していてとてもすばらしかっ
たです。
★ヴァイオリンの人の息づかいまで聞こえるほど近くで聴けて、
とても楽しかったです。
★ピアノの音に合わせて、顔の表情を変えて弾いていたので、
すごいな～と思いました。

ⒸTAO

ＭＪチケットカウンター／ファミリーマート店頭
イープラス http://eplus.jp/[パソコン・携帯]
ローソンチケット （Ｌコード：89596）
チケットぴあ／セブンイレブン （Ｐコード：440-100）

東儀秀樹×古澤巌× coba
全国ツアー「TFC55」
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参加者の
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参加者の

松原

こえ

参加者の

★同じ地域に生まれても時代の流れで、また地域が生む共通の
環境が育てる“人の心”があることを教えられる「明日、咲く花」
に感謝したい。
★私は第一回公民館創建の時も参加しましたが、今日の話を聞
いて昔のことが思い出され感動しました。60年の人生そのも
のでした。

福田

松原

「今回はいろんなことがスリリングですね。
」
「脚本が決まってないですもんね。

みんなでまちを歩いたりして題材から話し合っ
て決めていくっていうのが初めてなんで、
自分でもスリリングだなと思います。
」
「でも、まちを歩くって大切なんですよね。高校生だって自転車でヒューンっ

て通り過ぎちゃえば気付かないことも多いし、車ならなおさらで。その場所
の雰囲気とか感じないままになっちゃいますよ。
」
「福田さんには県外から来てもらうんで新鮮な目で見てもらえると思うんですが、

参加者も改めてまちを見つめ直すいい機会になります。
」
「いまは劇場法が出来て、その地域ならではの作品をつくることが劇場に求め

られていますからね。
」
「都城では取り組んで４年目になります。良い物語を作れば、何年か先に再演

したり、
学校の文化祭で上演するクラスが出てきたり、
可能性は広がりますね。」
「観光ガイド、歴史ガイドみたいな作品じゃなくても、地域ならではの空気感

や雰囲気というのが出せたらいいなと思います。都城ならば、人の温かさと
かもそうです。
」
「やる気に満ちた参加者が集まっています。ご覧いただくお客様にきちんと思

いを伝えられる作品となるよう、福田さんの手腕にも期待しています。
」
スマイルみやこんじょ第１回公演で脚本・演出を担当した福田修志
さんは、その後もいくつかの地域で市民参加型の演劇づくりを経験
され、その発表公演は観客の満足度も高いと聞きます。スリルが火
事場の○○力を生むのかも知れません。１月18日の公演詳細は決ま
り次第ホームページなどでお知らせしますので、しばしお待ちください。

