大ホール舞台から見た客席 ↓

■大ホール
音楽を主目的としたホールで、オーケストラピッ
トをはじめ、生の音・本物が体感できる音響的
に優れた形状が特徴です。ゆったりとした 52 セ
ンチの座席幅、座席空調システムで常に快適な
鑑賞空間を提供します。通常とは一味違った空
間のバルコニー席も魅力！

音響反射板が組まれた舞台

松羽目をおろした舞台

中ホール舞台から見た客席

■中ホール
演劇を主目的としており、舞台と客席との一体感・臨場感に配慮した落ち着いた内装が素敵なホー
ルです。大ホールと遜色ない舞台装置が用意され、演劇はもちろん、コンサート、講演会、発表会、
レセプションなど多様な演出が可能！

■基本利用料金
（例）
【大ホール】入場料1,000 円／日曜日の ９ 時〜 17 時まで利用の場合… ………74,000 円
【中ホール】入場料無料／平日の ９ 時〜 22 時まで利用の場合…………………63,300 円
両ホールとも、午前・午後・夜間の区分単位で利用でき、料金は平日・
土日祝、入場料等とで異なります。平日午前のみの利用では、大ホール
20,400 円、中ホール12,700 円と格安。
機会があったら、友人・知人など仲間同士で一度利用してみてはいか
がでしょうか？詳しくは財団事務局までお問い合わせ下さい。

ここ

見てみて！
ＭＪの中は皆さんが 利用
しやすいように多くの工
夫がなされています。

pick up1

pick up2

大ホールの一部に採用さ
れている座席空調システ
ム。この座席の背板から
冷気・暖気が出て、いつ
でも快適！

華やかなバルコニー席。他
の席とは仕切られた特別
な空間。二階席はもちろ
ん、一階席のバルコニー席
からの景色も一味違いま
すよ！

座席空調

バルコニー席



創作室

ルーム・スタジオで構成され、日常的に

（７5.2㎡ ）

丸みを帯びた個性的な空間で、美術・工芸・衣装・
舞台用小道具の制作から、各種講座や研修会など
でも利用できます。もちろん、ミシン・アイロン・工
作台などが用意されています。 ● 400 円／時間〜

ワークルーム

練習室・会議室・和室・創作室・ワーク
気軽に利用できる創作練習棟。音楽・演
劇・舞踊・茶道・華道などの練習や発表
を行う場として、また、創作活動、各種
講座やミーティングなどの市民活動の拠
点として、その用途はあなた次第！

いよいよ ７ 月 24 日㈪から
一般利用開始です。

（64.2㎡ ）

ポスターやチラシのデザイン
が出来るＯＡ機器を設置、事
務室前の印刷室で印刷まで
できますよ。また、打合せテー
ブルを利用して簡単なミー
ティングもＯＫ。
● 400 円／時間〜

練習室 １

（１20.8㎡ ）

音楽、演劇、クラッシックバ
レエ等の大人数での練習が
できるスペース。縦 ２.7 ｍ横
7.9 ｍの大鏡とレッスンバー
が設置されています。仮設ス
テージを組むこともできるん
ですよ。
● 900 円／時間〜

会議室 １

（１１3.2㎡ ）

主に会議や研修会などで利用される部
屋。プロジェクター（幻灯機）とスクリー
ンを備えており、コピー付きホワイトボー
ドといった配慮もうれしい。大人数での
会議はもちろん、人数に応じて２ 分の １
利用も可。
● 600 円／時間〜



市民活動の拠点です

$SFBUJPO

'
会議室 2

（29.8㎡ ）

大きめの机と座り心地バツグンの椅子、
ゆったりとした雰囲気での小規模会議に
おすすめ。少人数なら、会議以外にも練
習などで利用してみては？
● 300 円／時間〜

アートモール・

ホール棟と創作練習棟と
柱公園を結ぶ半屋外の空
場では、いろんな
“出会い”

創作練習棟は

"DUJWJUZ
ＴＶスタジオ、ラジオスタジオ （�03.3㎡ ）
ホール公演情報はもちろん、地域情報などＭＪか
ら多彩な情報を発信するための施設。ここで、今
後どんな番組が制作されるのか楽しみですね。

練習室 3

（25.8㎡ ）

ドラムセットなどバンド練習に必要な機材を用意。
遮音性に優れているので大音量で心ゆくまで演奏
しても問題ありません。 ● 300 円／時間〜

録音室

（�9.3㎡ ）

練習室 ２と練習室 ３ で演奏した音源を録音できる
スペース。本格的な音響設備を上手に使いこなし
てくださいね。 ● 200 円／時間〜

練習室 2

'
ふれあい広場

和室 （��6.8㎡ ）

（82.�㎡ ）

練習室 ３より広い空間
に、同様の機材を備え
ているほか、遮音性に
も優れているので各種
練習に対応可能です。
●�00 円／時間〜

どの部屋も１時間単位での利用から、９時か
ら22 時までなど長時間利用も可能。ニーズ
に応じた多様な利用が想定されているので、
目的にとらわれず気に入った部屋を探してみ
るのも楽しそうですね。

の間にあり、都城駅と神
間。公園側のふれあい広
が期待できそうです。

縁側、中庭、雪見障子など、近代的な建
物の中にほっと一息つける和の空間。茶
道、華道、日本舞踊などの練習や教室な
どで気軽に利用できます。３ 部屋続きな
ので、合同で利用するのもいいかも。
● 600 円／時間〜

※各部屋の利用料金以
外に、空調維持費や
附属設備の利用料金
が必 要です。詳 細は
財団事務局にお問い
合わせ下さい。
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7月23日㈰
プレオープンイベント開催
待ちに待った MJ のプレオープン（創作練習棟の
利用が始まる日）は 7 月 23 日、当日は何かあるの
かなっ？て楽しみにしている方も多いはず。その
日は、プレオープンイベントとして、創作練習棟と

●オープニングセレモニー

マーチングドリル演奏、鏡開きなどでイベントがスタート !!
チンドンパフォーマンスもありますよ。

●創作練習棟デモンストレーション利用と一般見学
部屋ごとに利用方法が一目瞭然、利用のヒントが得られるかも ?

●マルチギャラリー展示

ホール近隣の幼稚園・保育園の園児によるスケッチを展示します。

アートモールを中心にさまざまなイベントが開催
されるんですよ。ぜひ皆さんでおこしください。

●時間 10 時 〜16 時

【事業告知・公演案内】

●アートモールでのストリートミュージシャン生演奏

イベント来場者に投票してもらい、最多得票者は10 月開催の開館
記念イベント出場権を獲得。あなたの1票が一役買います !!

●フードコーナー

当日オープンするレストランをはじめ、地場産品の販売ブース・
フリーマーケットコーナー・屋台や野点サービスなど盛りだくさん。

東京ポップスオーケストラ コンサート
〜こけら落とし公演

［�月23日㈰発売］

１0/23
月

東京ポップスオーケストラ（ＴＰＯ）の聴きどころ♪
ＭＪの服部克久館長率いる“東京ポップスオーケスト
ラ（ＴＰＯ）
”が、我がホールのこけら落とし公演で多彩な
音楽を繰り広げます。ＴＰＯは、オーケストラ音楽を日本
に定着させるため、幅広いジャンルの名曲を誰もが楽し
めるオーケストラサウンドでお届けしようと、�99� 年に結
成された国内唯一のポップスオーケストラです。国内は
もちろん、海外でも数多く公演されています。
日頃何気なく耳にしている、クラシック・映画音楽・
歌謡曲など多様なジャンルの音楽も、服部館長の手に
かかると、さらに際立ち、夢の世界へと引き込まれてい
きます。映画音楽では、まるで映画の主人公になったよ
うな気分を味わえたり、そんな演奏が生で、しかも都城
で聴けるとなれば、こんなに嬉しいことはありません！！
音楽に親しみが持てる素敵な時間を、あなたもＭＪで
過ごしてみませんか。



Tokyo
Pops
Orchestra

都城市総合文化ホールは�� 月��日㈰にグランドオープンを迎えるのは、皆さんご存知ですよね。グランドオー
プンって何があるの？どんな公演が予定されているの？誰がステージに立つの？……ＭＪハーモニー編集委員
による
“とっておき情報”を教えちゃいます！
！

スタニスラフ・ブーニン ピアノリサイタル
〜開館記念・ピアノ開き公演

［8月発売予定］

１１/４
土

１966 年モスクワに生まれたスタニスラフ・ブーニンは、17
歳でロンティボー国際コンクール優勝、85 年にショパン国際
ピアノコンクール優勝など、一気に世界の檜舞台に踊り出まし
た。日本でも大ブームを巻き起こしたことでも有名。
実は、そのブーニンがホールで使用する２ 台のグランドピア
ノをセレクションし、今回のリサイタルでは、ピアノのお披露目
を兼ねているんです。セレクションでは、ご本人が１台１台丹念
に弾き比べ、細かい音色まで確かめて選定に至りました。
「私は、この ２ 台のグランドピアノで、聴衆の皆さんに多くの
喜びと楽しみをもたらすことができるよう願っています」という
ご本人の言葉にあるように、
自らセレクションした２ 台のグラン
ドピアノに魂をこめるとともに、彼の魅力とテクニックを十分
に堪能できるリサイタル、必見です！
！
！

◎そのほかの開館記念事業

１0/2４ ミュージックワンダーランド in MJ
夢のコラボレーションによるスペシャルコンサート
火
出演・指揮／服部克久 ゲスト／平原綾香 佐藤竹善 サーカス ［�月23日㈰発売］
１0/25 日本の歌フェスティバル 2006
日本作曲家協会との共同開催
水
出演・指揮／服部克久 ゲスト／五木ひろし 竹川美子他
１１/3 クロアチア民族舞踏団「ラド」
金㈷ クロアチアの奥深い合唱と舞踊の競演

［�月23日㈰発売］

［8月発売予定］

１１/１9 市民ミュージカル「マリアとトラップ一家」
日
運営から出演まで市民の手による市民のためのミュージカル
［8月発売予定］
いずれも、この機会でしか観ることのできない貴重な公演ばかり、新しいホールで夢のひとときを一緒に過ごしませ
んか。また、公演には行けないけどグランドオープンを一緒にお祝いしたい方には、開館記念イベントがありますよ。都
城市を拠点に活躍しているアーティストや市民団体など市民参加による多彩なイベントが、グランドオープン前後 ２ 週
間をかけて開催、目移りしそうな開館記念イベントをどうぞご期待ください！



column

初心者
講座 ②

言葉のしお

り

こ け ら 落 と し

“ こけら ” とは？

“ こけら落とし ”

わ

建

が国では、住宅を新築する場合、木造が数
多く見られます。建築の際には、起工、棟上、

竣工などの工程を経て完成するのが一般的です。構

築工事では、屋根面の工事とともに、外装、
内装、設備及び外構といった一連の工事が終

了し、すべてを最終的にチェックして竣工
（工事完了）

造上で重要な棟上工事が終わると、屋根の工事にか

を迎えます。竣工の前には、工事で出た木材くずなど

かりますが、その際、瓦の下敷きとして、薄い板片
（杉

を屋根や足組みから払い落とす作業が行われます。

うろこ

板片の使用が主）を、魚の 鱗 状に重ねて覆っていく

その作業が元になって、劇場、映画館、ホールな

工法で屋根面を補強します。この薄い板片や板くず、

どの建物が完成し、竣工記念、完成披露など、建物

工事から出たその他のカンナくず、半端材などを総

で最初に行う興行に対して
「こけら落とし」という言

称して、こけら
（杮）と呼んでいます。

葉が使われるようになりました。
「こけら落とし」と

うろこ

こけ

鱗 は、苔と語源が同一であることから、俗語的な

言う用語は、業界における特殊な呼び方で、現代風

表現
（特定の仕事仲間でしか解らないように考案さ

に解釈すれば、不況や不安など払い落とし、商売繁

れた用語）で “こけら”と言われています。そこで、瓦

盛と建物の堅固安定が継続することを意味している

の下敷きとして使われる薄い板片が、屋根面を補強・

のです。

保護する役割であることと、魚の表皮を保護する鱗
の役割とが類似していることから“こけら”と呼ばれ
るようになりました。また、木片や木材くずが鱗のよ

おまけ

“こけら”と“かき”の違い

「

うに見えることも由来しているのではないかと言わ

果 物 の“ か き ”の 字 は

れています。

ら”は

へぇ〜
だ ?!
そうなん

「杮」。よく似ていますが実際は全

く別の文字です。旧漢字で書くと、
“かき”は

「柹」または「枾」、“こけら”は「𣏕𣏕」
と書きました。これで見ると違う文字という
ことが分かりますね。

10

」、一 方“ こ け

文化でつなぐ都城
『げんき』団体

都

都

城

ク

リ

ス

タ

ル

コ

城クリスタルコールは都城の中

「都城クリスタルコールといえば宗

では唯一の混声合唱団として

教曲というイメージがありますが、民

活発に活動を展開しています。現在の

謡や唱歌、現代の曲など多彩なバリ

団員は 28 名。男性 12 名、女性 16 名で

エーションの合唱にチャレンジしてい

年齢層も20 代から70 代と幅広く、音

ます。また、組曲“盆地”は都城盆地の

楽を専門に活動されている方から、初

曲として大切に歌っています」と団長

心者の方までさまざまな方が参加し

の落合さん。MJについては「どんどん

ています。

情報公開をすすめてもらいたいです。

発足は今から50 年前、当時、泉ヶ

私たちもぜひ活用していきたい。そし

丘高校の先生でいらっしゃった池田

て合唱という分野で活動する私たち、

先生がプライベートな合唱団として

また地域の方のためにも日本を代表す

作ったのがきっかけで半世紀にわたっ

るような合唱団を招いていただいて、

て活動を続けています。

本物に触れ、勉強する機会を提供して

文化でつなぐ都城『イキイキ』びと

東

浜

崎

奈

津

子

さん

ー

ル

さん

Genki

いただければ」と話してくださいまし
（取材・文 ヘムぴょん）
た。

団員を募集しています !!
�8 歳以上・男女問いません。上手、下手かかわ
らず歌の好きな方お待ちしています。
連絡先 ☎ 24-3327（松元）
もしくは月、木曜 �0 時より中央公民館にて練
習していますのでのぞいてみてください。

【シンガーソングライター】

Ikiiki

京や大阪、福岡などの大都市

交えた講話、高齢者等への施設慰問に

させられました。涙を流して私の曲を

に拠点を置き、活動するのでは

も積極的に関わっています。

聴いてくれる方を見るたび、私も涙す

なく、あえて地元・都城にこだわり、在

彼女の道のりは、決して簡単ではな

ることがあります。これから多くの歌

住し、世界へ羽ばたいている人の一人

かったそうで、
「若いから、女性だから

い継がれる曲を作っていきたいし、都

…、テレビや CM でおなじみ、癒し系

なのか、プロメジャーデビューを餌に

城から羽ばたこうとしている若い世代

シンガーソングライター・浜崎奈津子

だまされたり、いろいろ勉強になりまし

とステージに立って、この都城の音楽

さんをご紹介します。

た」と何気ない一言から、内に秘めた

シーンを盛り上げたいと思ってます」と

彼女は、1978 年都城市高城町生ま

芯の強さが見えた気がしました。
「短

力強く語られました。

れ。幼少期から音楽が好きで、耳にし

大卒業後、音楽事務所レコード会社な

彼女の曲は、どこか甘く切ない思い

た曲を即興でピアノ演奏していたとい

ど 60 社ほどデモテープを送り続けまし

出の一シーンを蘇らせ、透き通る声は

う絶対音感の持ち主。高校時代、テレ

た。挫折もありましたが、自分の夢や

どこまでも限りなく、心の琴糸までも共

ビで「矢野顕子さんのライブ」を見て

「努力は人を裏切らない」という言葉を

鳴し渇きを癒してくれる…それだけに

感銘を受けたことが転機となり、シン

信じて乗り越えてきました。そんな折、

多くの人が、彼女のメッセージに感銘

ガーソングライターになろうと決意。

事務所の社長（K3ジャパン 福丸健一

と感動で心が揺さぶられるんだと確信

宮崎女子短期大学音楽科卒業後、ピ

さん）などと出逢い、
『なっちゃんごっ

（取材・文 KOHJI . M）
しました。

アノ弾き語りのスタイルでインディー

こしようぜ！』って言われ、現在に至っ

ズ（プロで地元密着型のアーティスト

ています」と、愛する地元にトコトンこ

やバンド）として、都城市を拠点に全

だわりたいという想いが花開いた瞬間

国各地でのライブ活動、CM や街のイ

だったことを、目を潤ませて語られて

メージソングづくり、アーティストへの

いたのが印象深く残りました。

楽曲提供などを行っています。
そのほか、浜崎さんのお母様経営の
とんかつ屋『かつ一番（都城駅近く）
』
での月一ライブや青少年向けの演奏を

最

後に「言葉一つひとつに言霊が
込められていると思うんです。

大声で歌うのではなく言葉を大事に歌

うようになって、
『言葉の重み』を意識

至都城 I.C・至宮崎↑

至宮崎↑

沖水橋

至宮崎↑
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ガスト
●

●国立病院
都城駅

都城駅

269

第2駐車場

( 臨時 )

●ダイエー 駐車場

●ダイエー
神柱
公園●

至三股→
●泉ヶ丘高校
総合運動公園

都城市総合文化ホール

第1駐車場

10

至三股→

●妻ヶ丘中学校

●都城大丸

神柱宮
至三股→

西都城駅
●都城市役所 都城警察署●
至鹿児島↓

至鹿児島↓
至日南↓

至宮崎↑

神柱公園

都城市総合文化ホール

