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知ってる?
MJのこんなこと。
その①

なるほど納得!! 舞台に詳しくなるミニ知識!!

緞帳

当文化ホールの大ホール・中ホール共に
緞帳はありません。何故かな？
その理由は、お客様は舞台上の演目を見る訳で緞帳を見に
くる人はいません。さらに数千万円ものコストを必要とします。

何て読むの？どう言う意味？

「舞台幕」としては次のような種類があります。

「どんちょう」
と読みます。現代の劇場で舞台と観客とを仕切

★定式幕

★引き割り緞帳

る、地の厚い絵入りや模様入りの上下に開閉する幕の事を緞
帳と言います。金銀綾なす豪華な緞帳が多く見られます。

★絞り緞帳

★割り緞

★オペラカーテン

「大ホール」にはオペラカーテン、
「中ホール」には引き割り

芝居ではその始まりと終わりを示し観客を誘い込む、重要
な役割を担う物のひとつです。演出上、また構造上ないことも

カーテンがありますので大まかな解釈で行くと当ホールにも緞
帳が在ると言ってもいいのかもしれません。

あります。クラシック音楽系のコンサートなどでは使われない

福岡国際会議場メインホールには幅21メートル高さ9.5メー

し、ポピュラー音楽系のコンサートでも使われないことが多い

トル重さ約1トンの全国でここだけにしかない、博多織の緞帳

です。大劇場になると間口27メートル高さ13メートル重さ約2ト

が在ります。

ンと言う緞帳もあるという事です。

その②

お母さん必見!! 子どもさんと来ても安心・安全!!
託児室

●正面玄関から右手に入ったところに設置

●大ホール・中ホールともに設置

キッズコーナー

●1階ロビー左奥に設置

こちらでは保育士が、みなさんの大切なお

「最初のうちはおとなしくしてくれていたの

わずかなスペースではありますが、公演の

子様をお預かりしています。専門の方々です

に、ゆっくり鑑賞できないなぁ・・・」という

有無に関わらずご利用いただけます。窓際に

から安心して預けることができます。
「行きた

ような時でも、周囲のお客様を気にせず、お

あるため、神柱公園を眺められ、陽射しを浴

いなぁ。でも子どもがいるから無理だわ」な

子様のそばで鑑賞できます。舞台への眺めも

びることもできます。お気軽にご利用くださ

んてことで諦めていることありませんか？たま

良い特等席です！
（スペースに限りがございま

い。

には夫婦水入らずでひと時を過ごすのも素

すのでご利用の際はお早めに！！）

敵ですよね。日常の疲れも取れ、一石二鳥か
も！



親子室

Violin

ペグ

指板

ヴァイオリン

3月20日、山内達哉さん。5月には、宮崎国際音楽祭サテライト公演としてアン・

表板

側板

アキコ・マイヤースさん。8月には、葉加瀬太郎さんとMJではヴァイオリンのコン
サートが続きます。世界的に活躍されている方の演奏を楽しみに待たれるところで
す。初心者講座今回はヴァイオリンについて調べてみました。

弓

ヴァイオリンその構造

したことは分かっていません。古代ギリシャのキタラ、アラビ

ヴァイオリンは本体・弦・弓の3つ部分からできています。

アのラバープ、中世オリエントで生まれ15世紀のスペインや
フランスで広く使われたレベック、14世紀から18世紀にか

本体：全長約60cm。重さはその楽器により違いますが、

けてヨーロッパで広く使われたリュートという楽器、中国の

だいたい500gくらいです。木製ですが、部位により使

胡弓や馬頭琴などがヴァイオリンの祖先と考えられています。

われている木は異なります。一般的に表板は柔らかい木

ヴァイオリンが世に登場してきたのは16世紀初頭と言われ

（唐 檜など）
、側板と裏板には硬い木（楓など）が使われ

ています。16世紀後半になると、ヴァイオリンと思われるも

ます。指板には通常黒檀が使われています。内部は空洞

のが絵画の中に描かれていたりして、その少し前にはヴァイ

で、内部には魂柱と呼ばれる木の柱が入れられています。

オリンが存在していたのではという説が主流になっているよ

魂柱は表板と裏板を支え、振動を伝えて音質を決める大

うです。17 〜 18世紀にニコロ・アマティ、アントニオ・ス

切な役割を果たします。また、表板の裏側には補強と低

トラディヴァリ、グァルネリー一族など著名な製作者が続出。

音の響きを強めるために力木と呼ばれる部品が張り付け

その中でも特に卓越していたのがストラディヴァリで、ヴァ

られています。

イオリンの形態はストラディヴァリの研究によりほぼ完成し

と う ひ

かえで

こんちゅう

ちからぎ

弦：4本の弦は指板の先にあるナットと呼ばれる部分に

ました。現在これらの製作者が制作したヴァイオリンは、そ

引っ掛けて、その先の糸巻き（ペグ）に固定されています。

の数の少なさや音色のよさから大変貴重な物とされ、数億

正面から見て左側が低音、右側が高音になっています。

円の金額で取引きされています。

元々は羊の腸でできたガットを用いていましたが、現在で
は金属製やナイロンなどの合成繊維の弦が多く用いられ
ています。ペグをまわし弦の張りを調整して、音程を調整
していきます。
弓：ヴァイオリン本体とは分離した、ヴァイオリンを奏でる
ために用いられるものです。木製の棒に馬の尾の毛が平
たく張られています。最近ではカーボンファイバーやグラ
スファイバー製のものもあります。演奏しない時は、弓の
毛は緩ませて保管します。

ヴァイオリンの歴史
ヴァイオリンはとてもポピュラーな楽器として、広く知られ
ていますが、その起源に関しては諸説があり、まだはっきり

ミ

報
ミ 情
ニ
ニ

CMで聴いたヴァイオリンの名曲。

ヴァイオリンはオーケストラにはなくてはならない楽器です。ヴァイオ
リンのみで演奏される独奏曲から、オーケストラとヴァイオリンの独奏
で演奏される協奏曲まで、ヴァイオリンの名曲は沢山ありすぎるほどで
す。ここではTVCMで使われた曲をピックアップしてみようと思います。
★パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第2番
《ラ・カンパネラ》
★ワルトトイフェル：スケーターズ・ワルツ
★ドヴォルザーク：ユモレスク

★ヴィヴァルディ：
《四季》から
〈春〉

★チャイコフスキー：弦楽セレナード

★モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
★サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

曲名や作曲者を知らなくても、聞いてみると
「あ〜あの曲か」と思え
る曲ばかりだと思います。これ以外にも沢山ヴァイオリンの名曲があり
ます。沢山ある曲の中からあなたのお気に入りの1曲を探してみてはい
かがでしょう？



Event Guide

【事業告知・公演案内】

宝くじ文化講演会 渡辺えり子 ｢歩いてきた道

歩いてゆく道 舞台に恋して｣

・場所/中ホール「あさぎり」 ・開場/18：30 ・開演/19：00
・入場料/無料（整理券を2月20日より配布しましたが好評により終了しました）

3/15
木

個性派女優という言葉がまさに当てはまる渡辺えり子。山形
出身で舞台芸術学院の青俳演出部を経て1978年に ｢劇団さん３
じゅうまる

○ ○｣ を結成。この劇団の主宰、劇作家、演出家、女優の4役を
20年間務めた。日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞した
『Shall we dance ？』では、観客に強烈な印象を与えた。彼女の
魅力はなんであろうかと考えた時、その独特な雰囲気から醸し出
すどこか庶民的な一面ではないであろうか。こんなにも功績があ
るのに決して気取らない。その人柄から多くの同業者にも慕われ
友人も多い。彼女の友人である中村勘三郎氏が勘九郎として最
後の歌舞伎となった『今昔桃太郎』では作・演出を手がけ大きな
話題となった。最近でも多くの大物俳優と共演し話題を呼んでい
るがどんな俳優にも引けを取らない存在感そして、演技力で更に
多くの観客を魅了している。そんな彼女のこれまでの功績を辿る
講演。是非彼女の魅力を身近で感じてください。
渡辺えり子

文化のまちづくりフォーラム＆コンサート
・場所/中ホール「あさぎり」 ・開場/18：00
・入場料/無料（整理券を発行）

第１部
出演

3/21
水㈷

・開演/18：30

トークショー
“音楽っていいね、子ども達へのメッセージ”
シンガーソングライター／永井

龍雲

シンガーソングライター／三浦

和人

シンガーソングライター／下成佐登子

第２部
出演

コンサート

永井龍雲／三浦和人／下成佐登子
三浦和人

永井龍雲

1978年シングル ｢想い｣ でデビューして以来、叙情的で繊細なヴォーカルで多くのファン
を持つ永井龍雲、そして雅夢のメンバーとして
「愛はかげろう」でレコードデビュー。昨
年は青島太平洋マラソン大会のテーマソングを担当した三浦和人、そして宮崎県出身
で1978年 ｢秋の一日｣ でデビューし、現在は母親となり、3年前から年に１回程度のコン
サート活動を行っている下成佐登子。3人が繰り広げるトークショーおよびコンサート。
フォークソングファン必見です。ふるってご参加ください。
下成佐登子



※全公演、未就学児の入場はできません。託児を受け付けますので事前にお申し込み下さい。
宮崎国際音楽祭
サテライト公 演

アン・アキコ・マイヤース ヴァイオリン・リサイタル

・場所/中ホール「あさぎり」 ・開場/18：30 ・開演/19：00
・入場料/全席自由 一般/2,000円 学割/1,000円(学生証提示)
・チケット発売/MJ友の会及び一般販売 3月8日㈭９：００〜

5/11
金

あきら

出演 ヴァイオリン／アン・アキコ・マイヤース

ピアノ／江口 玲

情熱的演奏、華麗なテクニック。国際的アーティストの中で圧倒的な存在感と人
気を誇るヴァイオリニストの一人。世界の一流の交響楽団とも共演しており、伝統
的作品と現代作品のいずれのレパートリーにおいても、その深い洞察による解釈が
世界中の批評家から絶賛されている。
アン・アキコ・マイヤース
（ヴァイオリン） Anne Akiko Meyers(Violin)
サンディエゴ出身。コルバーン・スクール・オブ・パフォー
ミング・アーツ
（ロサンジェルス）でアリス・シェーンフェル
ドに、インディアナ大学でジョセフ・ギンゴールドに、ジュ
リアード音楽院で川崎雅夫、ドロシー・デュレイに師事し
た。1986年にヤング・コンサート・アーティストに名を連
ね、1993年にはエイヴリー・フィッシャー・キャリア助成
金を受けた。
これまでに、オーストラリア室内管弦楽団、ベルギーの
イ・フィアミンギ、ベルリン放送管弦楽団、ボーンマス交
響楽団、ブダペスト祝祭管弦楽団等、世界の一流交響楽
団と共演している。
最近の特筆すべき演奏としては、カーネギー・ホールで
の客演、スペイン・マドリッドでのRTVEオーケストラとの
テレビ出演、オーケストラ・アンサンブル金沢との日本ツ
アー、ビルバオ交響楽団やバンクーバー交響楽団との再

東京都交響楽団が贈る
「世界 音楽の旅」

演などが挙げられる。
RPOレーベルよりリリースされたクリストファー・シー
マン指揮ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団とのバー
バーのヴァイオリン協奏曲やブルッフのヴァイオリン協奏
曲第１番、サン＝サーンスとフォーレのソナタは非常に高
い評価を得ている。
アメリカ並びに日本では、テレビや印刷物でのマーケ
ティング活動に数多く登場しているほか、1998年には、
アン・クラインのファッション・キャンペーン
「Women of
Substance」のモデルに抜擢された。
情熱的な演奏、華麗なテクニック、ステージでの圧倒的
な存在感で有名な国際的アーティストであり、今日もっと
も高い人気を誇るヴァイオリニストの一人である。ニュー
ヨーク市在住。
アン・アキコ・マイヤース

8月

開催予定

指揮：飯森範親
・開場/18：30 ・開演/19：00
・チケット発売日/MJ友の会先行発売日 ５月６日㈰
一般発売日 ５月１３日㈰
TVドラマ「のだめカンタービレ」での挿入曲を演奏した東京
都交響楽団がドラマで演奏された曲をはじめ、世界の名曲を巡
る旅にあなたを誘います。
昨年、かつてないクラシック音楽ブームのおかげで、縁遠い
存在と思われていたクラシックがちょっとだけ身近に感じられ
るようになったあなた！

葉加瀬太郎
8/27
コンサートツアー ２００７（仮） 月
・開場/18：00 ・開演/18：30
・チケット発売日/MJ友の会先行発売日 ５月19日㈯
一般発売日 ５月26日㈯
日本屈指のバイオリニスト葉加瀬太郎が都城にやってきま
す！
クラシック音楽からポピュラーまで、幅広いジャンルの楽曲を
独自の世界観で奏で、老若男女を問わず、世代を越えた支持を
受けています。
毎 年 のコン サートツ

国内屈指のオーケストラである東京都交響楽団のダイナミッ

アーは常に絶賛されてお

クなオーケストラサウンド、そして、ドイツのヴュルテンブルク・

り、今回のコンサートも

フィルハーモニー管弦楽団音楽総監督の飯森範親のタクトさ

好評を博すこと間違いな

ばきから新たなクラシッ

し！よい席はお早めに！！

ク音楽の魅力を発見して
ください！

詳細は決定次第発表
いたします。

ソリスト及び詳細は決
定次第発表いたします。
葉加瀬太郎



文化でつなぐ都城

「げんき」団体

Genki

故郷の宝物 「ジャンカン馬踊り」

で飾り立てた馬が三味線や太鼓、おはや

ばきが変わると、踊り方まで変わってく

しの歌声に合わせて踊ります。馬がつけ

る」と田中さん。

ている鈴が「ジャンカン ジャンカン」と鳴
り響くことから「ジャンカン馬踊り」と呼
ばれるようになりました。

最高の時だということ。
相葉さんも
「小学校や老人ホームなど

都城市では下長飯と関之尾の２つの

に行って踊りを多くの人に喜んでもらえる

地区が、この踊りを継承しています。そ

ことが、ますます自分の喜びにつながる」

昔から郷土の宝物として大切に伝承さ

れぞれの代表、相葉雄三さん
（下長飯）

とパワーの源を教えてくださいました。

れてきた民俗芸能。その中から今回は、

と田中義輝さん
（関之尾）にお話を伺い

春の訪れを告げる風物詩となっている

ました。

関之尾ジャンカン馬踊保存会

しかし、
どこも深刻なのが後継者不足。
ぜひ若い人たちに積極的に参加してもら

まず、お二人とも口を揃えて「やはり馬

い、郷土の誇るべき伝統芸能を伝承し続

現在鹿児島県姶良郡一帯から都城地

という生きものがメインになる踊り、人馬

けてほしいものです。 （取材・文 YUU）

方にかけて伝承されている
「作神
（農耕の

一体にならなければ踊れない」と生きも

神）迎え」の芸能で、五穀豊穣を祈り毎

のをパートナーとする一筋縄ではいかな

年春の祭りを中心に奉納されています。

い難しさを話されました。

「ジャンカン馬踊り」をご紹介します。

この踊りは馬が主役。そしてお囃子や

「馬は敏感に色々なことを感じとる。そ

踊り子が列をなして続きます。踊り用の

の場 の雰 囲 気を読み 取りお 客さんが

鞍をつけ、綺麗な造花や色とりどりの布

のっていれば馬までのってくる。手綱さ

文化でつなぐ都城

「イキイキ」びと

Ikiiki

Tomoyuki Nagayama



人馬一体となって楽しく踊れるときが

下長飯ジャンカン馬踊保存会

永山 智行さん

等を務めています。

［劇団こふく劇場代表］

大きいな」と常々感じていたこともあり、

演劇との出会いは、泉ヶ丘高校での演

泉ヶ丘高校演劇部の先輩や後輩に声を

劇部入部。ただ部員が少ないから困って

掛け、1990年都城で初めて手作りで演

いるという演劇部の救世主となるべく入

劇を披露。１回公演してみると、お客さ

部しただけで、演劇に興味があったわけ

んから
「次も楽しみにしています」と期待

ではなかったとのこと。その後、東京学

されるようになり、そのまま都城で劇団

「簡単に言うといきあたりばったり」
、
「美

芸大学へ進学。小学校の教員免許を取

を結成。今に至ったそうです。

しく言うと１つ１つの出会いを大切にし

得すべく勉強しながら、演劇教育研究室

永山さんのこれからの目標は、
「演劇

た結果かな」

の教授の授業に参加し、そこで出会った

界にいる以上いい作品を作り、世界の

そうご自身の演劇人生について語る

仲間達と芝居作りに没頭するように。そ

演劇史に貢献していきたい」
「現在も行っ

永山さん。劇作家協会新人戯曲賞最終

の大学での経験が今の永山さんにつな

ている小学校でのワークショップや、地

候補に作品が選ばれたり、第５回AAF

がっているそうです。

元に根ざした演劇の公演を通して、もっ

戯曲賞を受賞されたりと、全国的に活躍

就職活動をせず、卒業と同時に無職と

とみなさんの身近に演劇を広めていきた

が期待される劇作家兼演出家です。都

なった永山さんは、とにかく都城に一度

い」という2つだそうです。宮崎県だけで

城市で「劇団こふく劇場」を結成し、そ

戻ろうと決心。
「東京では毎日のようにど

はなく、日本の演劇界を背負っていく永

の代表です。また、宮崎県演劇協会会

こかで演劇が上演されているのに、都城

山さん。これからもその活躍に期待した

長、宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター

では演劇に触れる機会が少ない。差が

いと思います。

（取材・文 ノリノリ）

館 長 コ ラ ム
Katsuhisa hattori vol.1

夢を育む“MJ”へ向けて
10月22日のグランドオープンから4 ヶ月余、多くの人達の御
支援と御協力で本格的な施設運営がスタートし順調に滑り出
すことができました。現在、ホールの利用率も高く、練習創作
棟においても若者から高齢者まで御利用いただいており、心
から厚く御礼を申し上げます。
グランドオープンにあたっては、記念式典、東京ポップス
オーケストラのこけら落としコンサートに始まり、市民が考えた
市民参加型のイベントも成功裡に終わりましたが、これからも
市民のための施設運営に邁進していきますのでどうぞ応援して
ください。
平成19年度は、MJならではの自主事業、著名なアーティスト
や劇団などを招聘し、各階層の皆様にお楽しみいただけるライ
ンナップを計画しています。4月初旬
（ＭＪハーモニーでは次号）
にはお知らせできると思います。
これからもスタッフ一同一丸となって、愛される施設を目指し
て努力していきますので、どうぞ都城市総合文化ホール“MJ”
に足を運んでいただきますようお願いいたします。

都城市総合文化ホール館長

服 部 克 久



I n f o r m a t i o n
ＭＪハーモニー編集委員募集!!

都城市文化振興財団インフォメーション

自主事業出演者の色紙プレゼント
至都城 I.C・至宮崎↑

平成19年度のＭＪハーモニーの編集委員を募集します。文化事業

自主事業でご出演いただいたアーティストの皆さんのサイン色紙

に興味のある方、総合文化ホールの魅力を活字で伝えたい方のご

を、抽選でプレゼントいたします。ハガキ、ＦＡＸ、メールに氏名、

応募をお待ちしております。

至宮崎↑
住所、沖水橋
電話番号を明記の上、ご希望の色紙名、自主事業等に関す

・やってみたい企画がある。・記事を書くのは得意だ。

る感想、文化ホールへのご要望、ＭＪハーモニーに対するご意見、
269

・アーティストにインタビューしたい。

10

・カメラの腕には自信がある。

ご感想などを書いてご応募ください。賞品は発送をもって発表に代
●国立病院

えさせていただきます。

都城駅

・みんなで何かを創り上げていくのが好きだ。
…というあなたのご応募をお待ちしています。まずはお気軽にお

●色紙名

問い合わせください。

Ⓐ……トルヴェール・クヮルテット（３名）

●募集人員／ 10名程度

●ダイエー
Ⓑ……稲垣潤一
（５名）

●応募資格／都城圏域在住・在勤で、夜間の会議にも参加できる

神柱
公園●

人。年齢、性別は問いません。

●応募方法／住所、氏名、年齢、性別、電話番号、編集経験、自己
PRを明記の上、郵送、FAX、メールにてお申し込みく
ださい。

都城市総合文化ホール

●締め切り／４月10日㈫

●申し込み・問い合わせ／都城市文化振興財団 ●都城大丸
事業課
☎23-7140
西都城駅

●都城市役所 都城警察署●
ホールサポートスタッフにお気軽に声をかけて下さい。

自主事業、共催事業では、会場

Ⓒ……由紀さおり・安田祥子（５名）
至三股→

●応募宛先
●泉ヶ丘高校

都城市文化振興財団
総合運動公園

サイン色紙プレゼント係

・郵送の場合…… 〒885-0024 都城市北原町1106番地100
●妻ヶ丘中学校

・F A X… ……… ０９８６−２３−７１４３
・メール… ……… miyakohall@bun.bbiq.jp 至三股→
●応募締切
平成19年４月末日
至日南↓

至鹿児島↓

内で黄色い腕章をつけたホールサ

駐車場には台数に限りがあります。お早めのご来場や公共交通機関の
ご利用、お車の乗り合わせなど御理解・御協力をお願いします。

ポートスタッフがいますので、お席
の案内や、当日のスケジュール等、
わからないことがありましたらお
気軽にお問い合わせ下さい。

都城駅

至宮崎↑

ガスト
●

たくさんの人がMJを訪れています！！
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第2駐車場

10月22日にオープンして以来、１月末現在、約６万人のお客様が
MJでコンサートや演劇などを楽しんでいただいています。

至宮崎↑

●ダイエー
第1駐車場

また、会議室や練習室のある創作練習棟は１万５千人の皆様に

10

至三股→

ご利用いただいています。

神柱宮

創作練習棟は３ヶ月前、大ホール、中ホールは１年前からの予約
となっておりますので、これからも多くの皆様にご利用いただきます
ようお願いします。

至鹿児島↓

神柱公園

都城市総合文化ホール

都城市総合文化ホール
最近、３つ４つ予定が重なるこ
との多い私ですが、観たい聴き
たい公演がいっぱいで困って
います(笑)。ＭＪでの公演、み
なさんはいくつご覧になりま
（ペコちゃん）
したか？

取材をしていると、思わぬこ
とが起こることも！！そんな
中で、今回は改めて人として
大切なことを学びました。

初インタビューに行ってきま
した。これからもステキな都
城人をたくさん紹介していき
たいです。

開館して４ヶ月が過ぎて、公
演が多方面で幅広くなってき
ました。素敵なMJホールを年
代を問わず、いろんな方々に
活用して楽しんでほしいです。

（ノリノリ）

（YUU）

（ROSE）

少しバテ気味の「セリカ」？？
で も 頑 張 り ま す。お じ ん パ
ワーで・・・。｢緞帳｣ 少しは
勉強になりました？

（セリカ）

ＭＪハーモニーも第５号を発
行。情報も盛りだくさん。１
人でも多くの人に見てもらえ
れば幸せです。
（TOM）

桜など心を和ませてくれる
春…。しかし、暖冬で待ちに
待った春という感じではな
い。季節を感じにくく、地球
温暖化が気になってしまう。
そんな中でもMJはさまざま
なイベントを控えており、こ
こだけは春らしい春の訪れを
感じてならない。
(KOHJI.M)
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