
  8:30　朝礼
  8:40　舞台へ移動　　 
  9:00　吊り込み

11:00　シュート

12:00　昼食
13:00　打ち込み

15:00　ゲネプロ

17:00　直し

18:00　開場
18:30　開演（本番）

20:30　終演
　　　　 ～撤収作業
22:00　業務終了・ 退館
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Special

15 年ぶりの宮崎公演！
都城は初！

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 コンドルズ　都城公演
 2021 年 2 月 23 日（火祝）開演 17：00　中ホール
 全席指定  一般 3,500 円　高校生以下 1,500 円
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　日本のコンテンポラリーダンス界を常に牽引してきたダン
スカンパニー・コンドルズ。様々なシーンで活躍する多才な
メンバーが届ける舞台は、老若男女、世代を問わず多くの観
客を魅了しています。
　また、コンテンポラリーダンス・舞台芸術を通して、「共生
社会」の実現に挑むカンパニーの熱い思いは、多様な方々が
舞台芸術に出会う機会を全国で生み出しています。

MJ とコンドルズ
　コンドルズ主宰の近藤良平さんは、ダンスで人を地域を繋
げる天才！第 25 回全国国民文化祭・第 20 回全国障害者芸術・
文化祭の分野別フェスティバルとして実施するホール制作公
演の総合演出・振付として昨年度から関わってくださってい
ます。5 歳から 50 代の幅広い公募参加者の皆さんは、たちま
に近藤さんに魅了され、楽しく取り組んでいます。
　さらに、メンバーの一人・田中たつろうさんは、日南市に
あるお宿と食事処「えぷろん亭」の店主！宮崎に拠点を置き
つつ、カンパニーに所属する、踊る宿主！
　宮崎・都城に、今とっても縁のある『コンドルズ』の豪快・
爽快・愉快なステージを皆さまにお届けします！
ぜひ！お楽しみに！！

台本や進行表に基づき主催者（演出家）
の希望に沿った照明をプランニングし操
作する仕事。役者の心理や情景などを表
現したり、音楽に合わせて華やかに演出
する役割がある。

照明担当
の

おしごと

照明担当者の、とある 1日を覗き見

シーン（場面）ごとに作った照明プ
ランを、台本や進行表に沿って順番
にプログラムしていきます。

【コンドルズ】

NHK ホールを即日完売 + 超満員。
主宰の近藤良平は日本最高峰の舞
台人賞である芸術選奨文部科学大
臣賞受賞！ 男性のみの学ラン姿で
ダンス × 生演奏 × 人形劇 × パ
フォーマンス × 映像 × コントを
展開する日本を代表するダンス集
団！
世界 30 ケ国以上で公演！ニュー
ヨークタイムズ紙絶賛！NHK 総合
「サラリーマン NEO」内「テレビサ
ラリーマン体操」、「てっぱん」、「い
だてん」などに振付出演。
▶Official  Twiter
　https://twitter.com/condorsofficial
▶Official   Insitagram
　https://www.instagram.com/Condors_official/

Special

ホールのおしごと。
　もっと多くの方に MJ を知ってほしい！そんな想いから、
どんな人がどんな仕事をしているのか、深堀りしていく連載
企画が前号からスタート。第２弾は、照明担当者です。

「明かり合わせ」とも言い、一つ
一つの灯体の向きや照射範囲を、
本番で使う状態にします。公演に
よっては 100 台を超える灯体の
調整を行うこともあります。

「ゲネプロ」は本番同様に舞台上
で行う最終リハーサルのこと。
打ち込んだプログラムが正しく作
動するか確認していきます。

事前にプランし作成した仕込図の
とおりに照明機材を仕込みます。
舞台の頭上に機材を吊り込んでい
るので、常に安全性に気を配りな
がら作業しています。

本番は一発勝負︕
出演者はもちろん、音響や舞台技術
者とも連携して、明かりの演出を操
作します。

　このほか、確実・安全に照明機器を運用出来るよう、常時、
照明機材のメンテナンスやカラーフィルターの整理などを
行ったり、主催者との打ち合わせにも同席し、希望に沿った
照明プラン作りに努めています。
　舞台上にあるものを綺麗に見せ、逆に見せたくないものを
見えないようにする。高い技術を要し、光と影を操る舞台の
魔術師とも言える存在です。

ゲネプロ終了後、プログラムの修正、色や照射位置の
変更など微調整を行います。最後に電球切れなどがな
いか１台ずつ点灯チェックをして本番に備えます。

直し

本番

©HARU
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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。
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　株式会社川口鉄工

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

メルヘンスイミング

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〕 10：00 ～ 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〕 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

▶開放的な空間を使ってみませんか？

一方通行

INTERVIEWInfomation

▶「舞台裏」のワクワク、お届けします！

　MJ には、屋外にも貸し出しスペースがあることをご存知
でしょうか。ホール棟と創作練習棟の間にあり、普段は多く
の人々が行きかうアートモール、MJ と神柱公園を繋ぐ位置
にあるイベント広場です。

　コロナ禍で多くの催事が中止・延期になっていく中、今だ
からこそ「劇場」という空間について関心を持ってもらいた
い、 ということで、MJ の様々な舞台設備を紹介する動画シ
リーズ「都城市総合文化ホールの舞台裏」を製作することに
しました。
　MJ 公式 YouTube チャンネルにて、『オーケストラピット
編』を公開しています。
　大きな舞台機構が動く様子を、一般のお客様が実際に見ら
れる機会はほとんどありません。
ぜひご覧ください！

　この秋、イベント広場をダンス発表の場としてご利用いた
だいた川口三栄子ダンシングスタジオの川口琴子さんに、現
在のスタジオの様子や今回のイベント開催の経緯などを伺い
ました。
　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

　スタジオでは現在、レッスン前にスタジオ内の除菌や 30
分毎の換気をしております。さらに検温の実施や洋服・手指
の除菌などのほかに、生徒も講師もマスクを着用してレッス
ンを行っています。
　今年はコロナ禍でイベント等の開催がなく、今まで練習し
てきた作品を披露する機会がありませんでした。そこで、参
観日を兼ねてビデオに残そう︕と思い開催を決定。三密を避
け屋外での参観日にしたいと思い、イベント広場をお借りし
ました。
　初めての試みで色々大変なことはありましたが、練習の成
果が出せて良かったと思います。無観客での参観日でしたが、
今度はたくさんの方々に見ていただけるようなイベントが出
来ればいいなと思っています。

　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

　　　　イベント広場 ▶
　神柱公園と繋がる開放的なス
　ペース。夜になると、地面に
　埋め込まれた青いライトが点
　灯し、幻想的な雰囲気に。

◀アートモール
　ガラス張りの屋根から太陽光
　が差し込み、気持ちの良い風
　が抜けるスペース。

　天気にも恵まれ、当日の発表会は無事成功。生徒さんたち
の一生懸命な姿に元気を貰えたステージでした。
　今回のようにダンス発表の場としての利用はもちろん、趣
味での写真撮影の場としての利用も人気があり、使い方は
様々です。
　屋外スペースの詳細や利用料金、申請方法など、ご興味の
ある方はぜひ一度お問い合わせください。

　　※ご利用には条件がございます。

ご視聴はこちらから！

れる機会はほとんどありません。

ご視聴はこちらから！

http://mj-hall.jp

MJdays
2020 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）

冬

年齢も性別も様々な、たくさんの人たちが、都城の宝・ベブを想う時間。
11 月 8 日（日）に国文祭関連事業として図工ワークショップ「ピースベブをつくろう」を実施。

思い思いにちぎった紙のカケラを集めて作った小さなベブ（牛）たちが、造形作家 松下太紀さん制作の巨大なベブをカラフルに彩ります。

12月～2021年 3月


