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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
TEL0986-23-7140  FAX0986-23-7143

□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）

【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。
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都城市総合文化ホール
広報誌「MJdays」

平成27年2月号
※都城市PRロゴ利用許諾第31号

チケット予約専用電話0986-23-7190  
ホームページhttp://mj-hall.jp  メールmjhall@mj-hall.jp
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※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。
※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。

──「星が日本一きれいに見える町」に10年連続入賞し
た高崎町。そのシンボルとも言えるたちばな天文台で、
星の魅力について発信し続けているのが蓑部樹生さんだ。
まずは蓑部さんにその“星の魅力”についてうかがった。
「私が一番魅力を感じていることは、“星はどこも同じで、
繋がっている”ということです。そして、誰が見てもわ
かる。星座は万国共通で、その人が本を読める文化水準
を持っていれば、どこへ行っても話は通じます。また、
星に興味を持つにはいろんな入口があります。星座にま
つわる物語を知る、天体写真を撮る、ハレー彗星、日食
などといった天体ショーを観る、など間口が広い。そして、
一度入ったら、なかなか抜け出せない（笑）」

──1986年に地球に接近したハレー彗星。1本の望遠鏡
で観測するために蓑部さんが呼びかけて集まった数はな
んと2,000人。それがきっかけとなって「NPO法人高崎
星を見る会」が立ち上がり、たちばな天文台の台長とし
て今に至るのだから、ハレー彗星接近こそ蓑部さん自身
が星から抜け出せなくなった瞬間だと言える。「星から受
けた感動をみんなに伝えたい」という行動は国境も超えた。
2012年5月に日本で観測され、ブームにもなった金環日
食。その感動を、2013年11月に金環皆既日食が観測さ
れるアフリカの子どもたちに伝えたい。ブームの時に日
本人が揃え、そのまま捨てるだけになってしまった日食
グラスを、アフリカの子どもたちに送ろうというキャン
ペーンが始まった。

１年で一番星がキレイに見えるのが、冬の夜空。寒いのをちょっと
ガマンすれば、外には美しい夜空が広がっています。家の中にこも
ってばかりいないで、ちょっと外に出て夜空を見上げてみませんか？

「最初は100万枚を目指してたんですが、なかなか集まら
なくて……。しかし、ある日Yahooのトップニュースに
掲載され、電話がひっきりなしにかかってくるようになり、
最終的に30万枚集まりました。アフリカはウガンダのグ
ル市というところに届けたのですが、大使館との交渉か
ら前途多難で、現地では3回もライフルをつきつけられ
ました。でもようやくグル市で子どもたちと日食グラス
越しに金環皆既日食を観測した時はその瞬間瞬間にワー
ッと湧いて、すごかったですね。実際に行って感じたのは、
金銭や物資の支援も大事ですが、現地の子どもたちには
心のケアが必要だということ。天体観測を通して心が豊
かになった子どもたちが数十年後、国を動かしていく立
場になればアフリカはもっと変わっていくと思います」

──ウガンダと日本、文化水準もモノの豊かさも格段に
違うが、両国の子どもの共通点は「目が純粋なところ」
なのだそうだ。そして、日本の子どもたちに必要だと感
じていることも“心の豊かさ”だ。
「今の日本の子どもたちは、部屋の中の非常にせまい世界
で動いているように感じられます。外に出ると星空が広
がり、それが世界中と繋がっているのにそれを見ようと
しないんですね。せまい世界で考えているから、臨機応
変に対応できなくなる。まず“想像”する。そして、そ
の想像をもとに“創造”する。星を観測し自然と触れ合い、
いろんな“ソウゾウ”をすることで、感性を磨いていた
だきたいなと思います」

Interview

蓑部樹生さん

たちばな天文台　台長

たちばな天文台・台長。ＮＰＯ法人高
崎星を見る会・理事長。天体に関する
知識と巧みな話術で、都城市内外で星
の魅力について発信し続けている。

“ ソウゾウ ” することで、感性を磨いてください。
インタビュー

February.2015

イロトリドリノミヤコンジョ

見上げてみよう、冬の星空

Q：日本の伝統楽器である“和太鼓”ズバリその魅力とは？
A：�誰でも叩けば音が出、音を体感できるということです。また叩き手は複数でも楽しめるし、聞

き手はその鼓動を体感できる。そしてその音色は、木と皮という自然の素材でできているので、
すごい音量でも柔らかく心地良いんです。音色に癒され、元気付けられるような神聖なパワー
を感じます。

いよいよ公演が迫る都城公演、
座長の西 亜里沙さんに特別インタビューを行いました。

Q：�伝統と現代の融合というTAO独自の世界観を演出するため、どういう点に気をつけて舞台を
構成されておりますか？

A：�“伝統”や“和太鼓”の固定概念に縛られないこと。例えば打つスタイルや打ち出すリズム、
楽器の使い方そのものに至るまで。ただ、日本古来の精神論は忘れません。また、ＴＡＯのス
テージにはものすごい数の楽器やバチを使います。それは、多彩な音色を出し、楽器の音の持
つ表現力の可能性を最大限まで引き出すため。私達自身、こんなに可能性があったんだ！と、
日々驚きの連続です。それら全てが、言葉がなくともストーリー性を感じてもらえる独特の舞
台を創り上げています。

Q：�2015年、国内初の公演となりますが、どのような公演になりそうですか？
　　（今回の見所など）
A：�２班に分かれて行う今年初の公演となります(１班はヨーロッパツアー中です)！もちろん今ま

でに披露していないキャストで臨みます。また、その中には宮崎出身のメンバーもいます。新
体操出身のパフォーマーであり今や立派な太鼓打ちともなった、彼の活躍にも注目を。

Q：�TAOとして活動している中で、どんな時に幸せを感じますか？
A：�お客さんとの一体感を得たときです。全く知らない他人同士が、ＴＡＯの舞台という感動を共

有してくれること。人にこれほど感謝され、たくさんの人を幸せにできる仕事に出会えたこと
が、幸せです。

Q：�新しく挑戦してみたいこと、抱負など…
A：�演出にチャレンジして作品を作ってみたいと思っています！これまでの「ドラム・アート・パ

フォーマンス」を更に覆す、「ドラム・ミュージカル」…文学作品を“言葉のない”ミュージ
カルのように、全く新しい発想で表現し、世界中で公開。表現手段に言葉ではなくリズムを使
う私達だからこそできると思っています。歌手やダンサー、歌舞伎役者をゲストに迎えて、ま
すます多彩な表現ができれば、もっとカッコイイ舞台になるはずです！

Q：2年前に初めて都城公演をしましたが、その時の印象をお教え下さい。
A：�こんなに待っててくれたんだ〜!!と思う程に盛り上がりました。今回も楽しみです！

Q：最後に読者へメッセージをお願いします。
A：�ＴＡＯは１年に２作品の舞台を制作しています。２年前とはパワフル感が全く違います！覚悟

して見に来てくださいね!!笑

驚異のドラム・アート・パフォーマンス！

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）

2月28日（土） 18：00開演 大ホール 全席指定
5,000円

※当日は500円アップ　※未就学児入場不可

◇「きぼうのまち」

◎�PICK�UP�イベント�
TAO�2015�FIRST�LIVE

　スリーハンサムズ　コンサート2015　～俺たちの放課後～

◎�チケット発売情報�
生演奏音楽劇『ザ・フルーツ』�
THE�GAMARJOBAT�COMPANY��1st��JAPAN�TOUR

　松山千春　コンサート・ツアー2015　「伝えなけりゃ」

◎MJワークショップ通信
　♪うた倶楽部kids　平成27年度前期シーズン募集

◎公演情報
　♪GLAY�ARENA�TOUR�2014-2015
　　Miracle�Music�Hunt�＋
　♪MJ�ちょっとライブ　増田貴寛　テノールリサイタル

◎MJ通信
　♪いっぺん見てみて、MJホームページ
　♪市役所「ロビーコンサート」出演者募集
　♪表紙写真「きぼうのまち」制作風景

◇イロトリドリノミヤコンジョ　　冬の星座特集
◇Interview　　たちばな天文台　台長　蓑部樹生さん

星占いにも出てくるふたご座。兄がカ
ストールという人間、弟がボルックス
という神の双子となっています。年間
３大流星群のひとつ、ふたご座流星群
は毎年12月５日頃〜20日頃にふたご座
を放射点として見ることが出来ます。
一晩のうちに見られる流星の数が最も
多い流星群なので、12月中旬になった
らふたご座流星群を見つけて、たくさ
ん願い事をしましょう！

冬の夜空を代表する星座で、文学作品
や歌の題材としてたびたび登場します。
背の高い偉丈夫で稀に見る美男子だっ
たオリオンには、多くの冒険譚やラヴ
ストーリーが伝えられています。神の
怒りを買ったオリオンは、神の放った
刺客であるサソリに刺されて最期を迎
えます。その後、サソリもオリオンも
星座となりましたが、星座になっても
オリオン座は夏の星座であるサソリ座
から逃げるように冬の夜空に現れるの
だそうです。

おおいぬ座のシリウス
こいぬ座のプロキオン
オリオン座のペテルギウス
で、形づくられる冬の大三角。南東の
空に見ることができます。実は、よ〜
く見ると、三角の中を淡い天の川が縦
断してるんですよ。

①�空気の澄み具合が半端じゃない！�
大陸から入ってきた乾いた空気が激しく動
き、星が瞬いて見えるのです。

②�１等星、２等星といった明るい星が多い！�
反対に秋の夜空は明るい星が少なく、暗い
イメージがあるので、そのギャップにさら
に明るく感じてしまいます。そして、オリ
オン座など誰でも見つけやすい星座が多い
のも魅力的です。

③�寒い季節に見るからインパクトが強い！�
寒くて閉じこもっていた室内からパッと外
に出て見上げた夜空。しかも寒くて短時間
しか見ないので、印象強く頭に残ります。

ふたご座 オリオン座

冬の大三角
なぜ、冬の夜空が
キレイに見えるの？

これだけは揃えておきたい！
天体観測必須品３つ!!

星座早見盤：その日の日時を設定すれば、どれが何の星座か知る事が出来ます。
コンパス：今、自分がどの方角を向いているのかを知る事が出来ます。
双眼鏡：立派な望遠鏡じゃなくても、だいたいの星は見る事ができます。



増田貴寛
テノール リサイタル

GLAY ARENA TOUR 2014-2015
Miracle Music Hunt ＋

4月20日（月） 19：00開演
（18：30開場） 中ホール

全席指定
一般3,000円
学生1,000円

6月16日（火） 18：30開演
（18：00開場） 大ホール

全席指定
S席5,000円
A席4,500円

6月28日（日） 17：30開演
（17：00開場） 大ホール 全席指定

8,100円

3月8日（日） 15：00開演 大ホール 全席指定 6,500円

チケット好評発売中！
ＭＪチケットカウンター／鹿児島音協
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）

３月1日（日）

2月14日（土）

11：00 開演　中ホール　入場料 500 円
※未就学児入場不可
※チケットはございません。入口で入場料をお支払いいただきます。

賛助出演：宮田珠江（ソプラノ）
ピ ア  ノ：稲田由香里
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増田 貴寛 ( テノール )
都城市出身。洗足学園音楽大学大学
院修了、修了時にグランプリ賞受賞。
これまでに永田教子、故児玉光二、
ウーヴェ・ハイルマンの各氏に師事。

18：00 開演　大ホール
※当日券の販売はございません。

おトクな券を設定しました。
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販売分のみ）
※未就学児入場不可

※当日は500円アップ

「コンサートを見たい」、「練習室を使いたい」って時にどのようにすればいいかわからない、というあなた。
実は、ほとんどのことはＭＪホームページに書いているのです。そこで、今回はＭＪホームページを解説
しちゃいます。ホームページを賢く利用して、ＭＪを10倍楽しみましょう！

ＭＪ通信
〜いっぺん見てみて、ＭＪホームページ〜

[開 催 日] 平成27年５月～平成28年２月までの木曜日
 （原則、月２回）
[時　   間] 12時20分～12時50分
[場　   所] 市役所西館１階ロビー
[出演条件] ①無報酬であること　
 ②会場設営に協力できること
 ③市役所の業務に支障を来さないこと
 ※応募多数の場合は、書類選考となります。
[応募締切] ３月13日（金）
[申込・お問い合わせ]　都城市文化振興財団　☎ ２３－７１４０

「表紙の写真はなんだろう？」
と思われた方も多いかと思い
ます。この作品は１月18日に
行われた「MJフェスタ」の企
画として宮崎在住の“松下太
紀さん”が、来場者と一緒に
作りあげたものです。台座は
今年の干支「ひつじ」。その
上にある紙にはみなさんが描
いた「夢」の絵。たくさんの

「夢」が詰まった世界にたっ
た一つの作品が出来ました。

（1月20日時点のトップページです。）

「市役所ロビーコンサート」
 出演者募集

表紙写真
「きぼうのまち」
制作風景

お知らせコーナー

年会費1,000円、会員先行発売、ポイ
ントが貯まるなど、おトクなMJチケッ
トクラブについては、コチラから！

天野滋がN.S.Pを結成する時に候補名に発案したグループ名。
メンバーは「夕暮れ時はさびしそう」「八十八夜 」などで知られる“N.S.P”の

中村貴之・平賀和人と、「白い冬」「春雷」などのヒット曲をもつ元ふきのとうの
細坪基佳による新ユニット。
N.S.Pの天野滋さんが天国へ旅立って7年目の区切りとなる2011年、
彼の作った素晴らしい名曲を歌い継ぐためスリーハンサムズを結成。
新鮮さを損ねないように年間5、6か所というコンサート本数にこだわりを持ち、

ついに宮崎初ライブ。

都城出身の井之上隆志、「相棒」鑑識役の六角精児、落語家の春風亭昇太、日南
出身の中島淳彦らが、1970年頃のフォークが台頭した時代にグループサウンズ
の夢を諦められなかった男たちの悲喜こもごもを描きます。

時代に流されずに、フォークシンガーとして自分の信念を伝え続ける松山千春。
ファン待望のコンサート・ツアー都城初公演決定！

2009年、2010年の都城公演で
はどちらもチケット完売!!そんな
彼らが6人組ユニット「が〜まる
ちょばカンパニー」を結成し、5
年ぶりにパワーアップして帰って
くる!!

❶入会する！MJチケットクラブ

❶❷❸❹❺

❻

❼

❶

❽

❾

❿

⓫
⓬
⓭

そもそもMJってどんなところ？コンセプ
トから大中ホール、各部屋の紹介に至る
までMJのほとんどがわかるページです。

❷知る！施設案内

MJには見る事業だけではなく、参加す
る事業もあります。歌や演劇に参加して、
新たな自分を見つけてみませんか？

❸参加する！参加者募集

チケットのお買い求め方法や、現在取
扱い中のチケットについてご紹介して
います。

❹買う！チケット情報

ＭＪで公演予定の催事を紹介していま
す。（およそ１〜２ヵ月後の催事まで
掲載しています。）

❺探す！公演情報

ホールや創作練習棟の空き状況を確認
できます。※予約は出来ません。

❻借りる！施設空き状況

MJから催事情報を随時発信。登録すれ
ば、おトクな情報も見逃しません！

❼受け取る！メールマガジン会員募集！

「ＭＪハーモニー」「隔月刊ＭＪ」と、こ
れまでＭＪが発信し続けてきた機関
誌・広報誌をご覧になれます。

❽見る！ＭＪdays

車、電車、飛行機を利用した場合のアクセス方
法と、一番気になる駐車場の情報も記載。その
下の「駐車場の案内」とともにご覧ください。

❿停める！アクセス／駐車場の案内

オペラグラス、補聴器、座高調整用補助
クッション、 託児サービスといった鑑
賞に役立つサービスをご紹介。

⓭鑑賞する！快適な鑑賞のために

ホールや創作練習棟ご利用時の申請書か
ら、利用料金、舞台断面図にいたるまで、
ＭＪのありとあらゆる資料がここに集結。

⓬調べる！資料ダウンロード

大中ホールそれぞれの座席表をダウンロードでき
各ホールのいろんな座席からの眺めもご覧いただ
けます。チケット電話予約の際はご活用ください！

⓫見る！座席表

ＭＪ地下１階のなのはな食堂さんの紹
介と、 不定期にオープンするSAKURA 
caféさんの営業日をお知らせします。

平成27年度「市役所ロビーコンサート」の
出演者(団体)を募集します。

❾食べる！なのはな食堂
ＳＡＫＵＲＡ ＣＡＦＥ

ＭＪ

うた倶楽部kidsってなに？
Ｈ27年度前期シーズン

ＭＪうた倶楽部kids
参加者募集

3月26日（木）9:00～受付開始！
※前期シーズンの初回は4月26日（日）です。

※未就学児童入場不可 ※未就学児童入場不可

うた倶楽部kids申込方法
申込手段

① E-mail → mjhall@mj-hall.jp
② FAX → 0986-23-7143
③ 都城市総合文化ホール来館
　 9：00 〜 22：00（水曜休館）

※先着順となります。
※ご記入漏れがないようお願いいたします。
※受付開始前に申込いただいても無効となりますのでご注意下さい。

①児童の名前（ふりがな） ②性別 ③年齢 
④学年（保幼稚園は年長／年中／年少） 
⑤保護者の名前（ふりがな） ⑥住所 
⑦電話番号 ⑧ FAX番号（FAX申込の場合） 
⑨希望チーム（ＡorＢ）

申込時にお知らせいただくこと対　象 3 歳〜小学 4 年生

料　金 毎回 200 円
活　動 約 1時間（４月〜８月まで全５回程度を予定）

講　師 津嶋麻子先生（杉並児童合唱団）、
都城少年少女合唱団

リトミックの要素を取り入れ、カラダを使っ
て音楽を楽しんでもらいながら、豊かな感
性を育むことを目的とした子ども向けのワー
クショップです。
ご好評につきお
申し込みはお早
めに！

『ザ・フルーツ』
生演奏音楽劇

作・演出／中島淳彦

THE GAMARJOBAT 
COMPANY 1st
JAPAN TOUR

平賀和人
（N.S.P）

井之上隆志 六角精児 春風亭昇太 中島淳彦

細坪基佳
（元ふきのとう）

中村貴之
（N.S.P）

MJチケットクラブ先行発売日　２月14日（土）　※一般発売2月28日（土） MJチケットクラブ先行発売日　２月14日（土）　※一般発売3月14日（土）

MJチケットクラブ先行発売日　２月15日（日）　※一般発売3月29日（日）

松山千春 コンサート・ツアー 2015 
「伝えなけりゃ」

SOLDOUT
曲 

目

シューベルト作曲 : ます、野薔薇
別宮貞雄作曲 : さくら横ちょう
中田喜直作曲 : ゆく春
ヴェルディ作曲 : 歌劇「リゴレット」より " 女心の歌 "
レハール作曲 : 喜劇「メリー・ウィドウ」より " 唇は黙して " 他

スリーハンサムズ
コンサート 2015 〜俺たちの放課後〜

ラ イ ブ で し か 聴 け な い 。
N . S . P と ふ き の と う の 物 語 。


