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　1 月某日夜、ここは SME レコーズの福岡オフィス。

そこの 1 室の扉を開けると ･･･ いましたいました！いつものよ

うにギターを抱えた押尾コータローさん。もはや、ギターは身

体の一部と言わんばかりです。挨拶もそこそこに、まずは、文

化ホールのオーロラビジョン用のコメント録りから。超絶テク

をさりげなく披露してからコメントに入るあたり、さすが！

　コメント内容は、実際にあなたの目で文化ホールに来て確認

してみてください！

　引き続いて、シティエフエム都城でオンエアされている「ボ

ンスタ」用のコメント録り。これも、さりげない演奏と面白トー

クでまとめてくださいました。

　この後、食事を終えて九州朝日放送へ移動。深夜の人気番組

「ドォーモ」に生出演。温かく和やかなスタジオで披露した演奏

に番組出演者たちも目を丸くして聴き入っていました。

　無事に番組も終了し、この日のプロモーションは終了。時計

の針は、深夜 1 時 30 分を少し回っていました。

　さてさて、翌日は山口でのプロモーション。テレビに FM にと、

分刻みのスケジュールの合間を縫って、いくつか質問をしてみ

ました。

Q 都城の印象はいかがですか？
A 去年のツアーではじめて行ったんですが、お客さんの温か

さというか、「ようこそ！」みたいな気持ちがステージに

伝わってきて嬉しかったです。とにかく、ライブも盛り上

がって、「また来るぞ！」みたいな気持ちが沸いてきました。

Q 今回のアルバムタイトルでありツアータイトルの
「Nature Spirit」ってどういう意味がこめられて
いるんですか？

A “自然体” というか、こう、曲作りやレコーディングで忙し

い毎日の中で、ちょっと煮詰まっちゃったときに近所の公

園なんかにふらっと行って ･･･。そういうことって、これ

まであんまりなかったんですけど、そのときに遊んでる子

供たちの姿なんかを見たときに、「あ！これだ」みたいな

感じで。身近な自然というか、そういうことに触れること

も最近はあまりなくて…。だから、解き放たれたというか、

自然体な自分の気持ちで生まれた曲が詰まったアルバムで

すね。だから、ライブも、自然体な押尾コータローを見て

もらえるような内容にしたいですね！

Q 都城の皆さんに一言おねがいします
A 今回も、必ずいいライブにしますので、期待しててくださ

い。ギター 1 本でどんなライブするの？って思われてる方

も、是非楽しみにしててください！ 1 月 1 日発売のアルバ

ム「Nature Spirit」を聴き込んでいただいて、是非ライブ

に来てください！

　ということで、もっともっとたくさんたくさん聞きたいこ

とはあったのですが、とにかく時間がなくて、これが精一杯

でした。読者の皆さん、すみません ･･･。その代わりといっ

てはなんですが、直筆のメッセージをいただきました！これ

で勘弁を ･･･（笑）

　今年4月14日に開催される押尾コータローコンサートを前に、
福岡・山口でのプロモーションに密着してきました！

【特集】押尾コータロー

　山口でのプロモーションも充実のうちに終了し、パーソナ

リティをされているラジオ番組出演のため、休む暇もなく大

阪に戻っていかれました。本当にお疲れ様です。
　今回のライブ、本当に期待できますよ！アルバムも、押尾

さんの魅力満載の内容ですので是非チェックしてください！

　そしてそして！読者の方の

ために特別にプレゼントをい

ただきました。

　サイン入りのエコバックで

す。抽選で 1 名様にプレゼン

トいたします。

　 ハ ガ キ・FAX・ メ ー ル に、

氏名、住所、電話番号を明記

の上、下記までご応募くださ

い。賞品の発送をもって発表

に代えさせていただきます。

＜応募宛先＞
〒 885-0024 都城市北原町 1106 番地 100　

都城市文化振興財団　「押尾コータロー読者プレゼント」係

締切は 4 月 30 日消印有効。
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宝くじふるさとワクワク劇場 
in みやこんじょ
・場　所／大ホール「きりしま」
・開　場／13:30 ・開　演／14:00　
・入場料／全席指定　2,000円（当日500円高）
※宝くじの助成による特別料金　※3歳以上有料
・チケット発売／好評発売中

　あの林家木久扇・木久蔵の親子共演が都城で実現します。
そのほか、今いくよ・くるよ、コメディNo.1といった大御所の
漫才に加え、池乃めだか・吉田ヒロといった現役新喜劇メン
バーと都城市民とのコラボによる「吉本新喜劇 ほのぼのコ
メディ劇場」も開催！
　今回は、宝くじの助成
で2,000円という低価格
も魅力のこの公演！
　都城市総合文化ホール
で爆笑のひと時をお過ごし
下さい！！

5/24
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佐野元春 & THE HOBO KING BAND 
TOUR 2008
 'Sweet Soul,Blue Beat'
・場　所／大ホール「きりしま」
・開　場／18:30 ・開　演／19:00　
・入場料／１階席　7,000円（MJ友の会6,500円）
　　　　　２階席　5,800円（MJ友の会5,300円）
　　　　　※２歳以下入場不可。6歳以上有料。
・チケット発売／好評発売中

　待望の都城公演は、いよいよ今月。
1980年のデビュー以来、日本のロック界のトップを駆け抜
けてきた佐野元春をライブで体感してください！
　今回の新ツアー 'Sweet Soul, Blue Beat' では、新作
からの曲を披露しつつ、佐野元春オールタイムベストとで
も言うべく80's、90'sの名曲を
揃えたセットリストとなります。タ
フ & クール、ヒューマン・タッチな
佐野元春ライブ。熱心なファンは
もちろんのこと、久しぶりに観る
人、初めて観る人にとっても最高
に楽しめるロック・ショウとなるで
しょう！ トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団

・場　所／大ホール「きりしま」
・開　場／16:30 ・開　演／17:00
・入場料／全席指定
S席7,500円（MJ友の会7,000円）
A席6,500円（MJ友の会6,000円）
※未就学児童入場不可
・チケット発売／好評発売中

　元祖コメディ・バレエ団が満を持して都城にやってきます！
創立34周年、来日通算公演数は600回を超え、通算動員
数はなんと100万人という、世界が認める実力派バレエ団・
通称トロックス。
　コテコテの笑いから、ウィットに富んだジョークまでがて
んこもりの舞台は、単なる女装バレエとは言えない、技術・
舞台の完成度の高さも併せ持っており、大きな魅力につな
がっています。
　「バレエはちょっと
・・・」と、二の足を踏ん
でいたあなた、「誰も
が楽しめるバレエ」を
創り続けるトロックス
の公演をお見逃しなく！

4/21
月

平成20年度文化講演会 
『未来へのメッセージ〜みやこんじょ発！！ 
届け元気！！』
・場　所／中ホール「あさぎり」
・開　場／18:00 ・開　演／18:30
・入場料／全席自由　500円
・チケット発売／好評発売中

都城から「元気」なメッセージをお届けします！
是非お越しください！

第1部　パネルディスカッション
　【コーディネーター】　
　　河野　宗平氏（三股中学校教諭）
　【パネラー】　　　　　　
　　ツェンデスレン氏（都城市国際交流員）　　　
　　上入佐　あゆみ氏（いもんこクラブ代表）
　　杉浦　貴之氏（情報誌「メッセンジャー」編集長）
　　野口　博史氏（㈱トミヤ代表取締役）
第２部　講演会　「みんな未来に生きるひと」　　
　　　　　　　　　講　師　アグネス・チャン
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　アを開けるとすぐに、大きな窓

が目に入ってきます。創作室は、創

作練習棟の中でも一番端にある部

屋なので、ほかの部屋より窓が多く、

実際よりも大きく感じられると思い

ます。

また、作品の創作や作業を目的に

作られた部屋なので、さまざまな作

業に都合よく作られています。

一番の違いは、作業がしやすいよ

う大きなテーブルが置いてあること

です。このテーブルは、ちょっとし

た衝撃でも動かないよう重めの作り

になっています。また、水回りも整っ

ているので、簡単な調理（サンドイッ

チやお菓子づくり）などをすること

も可能です。子ども会やパーティな

どにも使える便利なお部屋です。

 

　　ールでの舞台衣装や作品を作る

のにも対応できるよう、アイロンや

ミシン、そして何とロックミシンも

貸し出しできます。この部屋でステ

キな衣装を制作して、舞台に立つと

いうのもいいですね。

総合文化ホール駐車場から見えるオーロラビジョンのすぐ下に、創
作室があります。外から見るとあまりわからないかもしれませんが、
部屋は丸く、色鮮やかな椅子が並んでいて、ほかの練習室とはまた
違ったかわいらしい部屋なのです。

ド

創作室

を使ってみよう！創 作 練 習棟

ホ

　演劇用語の「オケピ」ってご存知ですか？
　オーケストラ（楽団）ピット（場所）の略で「オーケストラ迫り」ともいいます。オーケス
トラを使うオペラやミュージカルの時に使用され、人の手で組み立てるものと電動式の
ものがあります。前者は組み立てに数時間かかりますが、電動式だと舞台の昇降だけな
ら 5 分！手動とは比べるとかなり短時間で作ることがで
きます。ちなみにＭＪは電動式の最新設備です。

　限られたスペースを、演出のために様変わりさせる演劇の仕掛けも、時代の移り変わり
と共にハイテクが駆使され、私たちの目を楽しませ、心を豊かにしてくれます。
　最新機器の導入によって更に感動の深みが増しているのではないでしょうか。皆様はど
う感じられますか？

　オケピの作られるスペースはMJの場合、①の写真
のように客席の4列目までの部分。
　この部分を昇降させることでオーケストラの演奏場所
に生まれ変わります。 ▲ 断面図で説明するとこんな感じです。

客席を下に降ろしたところ

①で降ろした客席を舞台下に完全に
収納

オケピ床面が下から上がってくる。 一旦舞台と同じ高さまでオケピを
上げてイス等のセッティング

本来のオケピの位置に降ろして準
備完了

完成！暗転の中でも楽譜が読める
ように譜面台に照明をつけます。

「オケピ」

雰囲気もおしゃれ！！



 a comic story 落 語
　舞台の中央に置かれた座布団に、着物姿で座って話をする。手には扇子 — とくれば……
そうです、今回は『落語』についてご紹介します。

落語は『話』そのものよりも、その話を聞くことで想像することから面白さが広がります。
同じ話でも、落語家が違うとまた違った印象になり、奥深い楽しみ方ができます。

情報ミ
ニミ

ニ

（文・吉永 文子）
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小道具
　落語にかかせないものに、扇子・手拭いといった小道具があり

ます。小道具は、いろんな役割を果たします。落語家さんが持つと、

扇子や手拭いが他のものに見えてくるから不思議です。

扇子
閉じた状態で、キセル、筆、箸、刀、やり、船をこぐ櫓

かい

など。

開いた状態で、手紙、提灯など。

手拭い
本、巾着、さいふ、たばこ入れ、証文、（丸めて）やきいもなど。

※上方落語では、“見
けんだい

台（小さな机）”“小
こ び ょ う し

拍子（小さな拍子木）”“膝隠し
　（膝を隠す小さな衝

ついたて

立）”などを使うこともあります。

演　目
　落語には数え切れないほどの演目があります。大きく分けて滑

稽話、人情話、怪談話などに分類されます。たとえば、よく知ら

れているものとして下記のような演目があります。

寿
じ ゅ げ む

限無《滑稽話》
子どもに長〜い名前をつけたために起こる珍騒動。

（実はこの話の落ちは十数種類のパターンがあります。）

子わかれ《人情話》
女房・子どもに逃げられた男が、改心して子どもに会い、そ

して……。

牡丹灯籠《怪談話》
旗本の娘の幽霊が、灯籠を提げて恋人の元に通う。恋人は娘

が死んだことを知らず……。

落語家の階級
寄席のプログラムで最後に出ます。
落語家の一番上の位で、弟子をと
ることも出来ます。

寄席のプログラムで二番目に出ま
す。羽織・袴を着ることが出来る
ようになります。

寄席に出られるようになります。寄
席のプログラムで一番目に出ます。

まだ楽屋には入れないので、師匠の
家の雑用などをしながら修行します。

※これは江戸落語独自の出世の仕方で、上方落語の場合は特に階級の名
前などはなく芸歴年数や人気で序列が決まるようです。

『落語』とは……
　日本の伝統的な大衆芸能の一つです。話の最後に“落ち”（“下

げ”ともいう）をつけることから『落語』と呼ばれるようになり

ましたが、涙を誘う人情話など、落ちのない話もあります。“一人

で、座ったまま身振り手振りで演じる”というのは世界でも類を

見ない、日本独特の話芸です。

落語ミニことば辞典
　寄席……落語などの興行をする演芸場。

　高
こ う ざ

座……落語家が話をする場所。

　　　　　そこで話をすること自体を指すこともある。

　出
で ば や し

囃子…落語家が高座に登場するときになるお囃子。

　　　　　落語家によって曲が決まっている。

歴　史
　落語には約 300 年の歴史があります。江戸時代の初めに京都の

安楽庵策伝という僧侶が書いた『醒
せいすいしょう

睡笑』は、当時の民衆の間に

広まっていた面白い話を 1000 話以上集めたもので、現在の古典

落語の元になっている話が数多く含まれています。

　江戸時代中期（元禄時代）になると、大阪・京都・江戸などで、

有料で話を聞かせる人々が活躍しました。大阪・京都で発生した

ものが上方落語に、江戸で発生したものが江戸落語に、それぞれ

発展していったようです。

古典落語と新作落語
　江戸時代から昭和初期にかけて確立したものを『古典落語』と

いいます。作者不詳のものがほとんどで、そのため版権などはなく、

幅広く自由に演じられてきました。

　それに対して、戦後に作られたものを『新作落語』といいます。

古典落語と違って作者が明確で、ほとんどが作った落語家本人に

よって演じられます。なかには、桂三枝師匠の「創作落語 125 選」

のように、他の落語家たちに多く演じられているものもあります。

上方落語と江戸落語
　上方落語は上方弁（関西弁）で語られ、江戸落語は江戸弁で語

られます。同じ古典落語でも、『饅頭こわい』など上方落語と江戸

落語では話の筋が違うものもあります。

　上方落語は発生当時、主に屋外で話を聞かせていたため、客の

注意をひくために大きな音をたてる必要がありました。一方、江

戸落語は屋内で話を聞かせることから始まり、これが寄席に発展

しました。そうした経緯が、現在の階級や小道具に特徴として残っ

ているようです。

真打ち

二つ目

前　座
前座見習い
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Genki 文化でつなぐ都城
「げんき」団体

都城シティオペラ

　３月９日ＭＪ大ホールで行われるオ

ペラ「カルメン」にむけて練習中の「都

城シティオペラ」にお話を聞きました。

この「カルメン」の公演は、「都城シティ

オペラ」の10周年記念公演で、市民

からも出演者・エキストラをつのり、

演出や主要出演者をプロにお願いする

という公演で、練習中もその力の入り

方に熱気を感じました。

　「都城シティオペラ」は平成９年２月

に行われた、都城市民会館30周年記

念事業オペラ「魔法の笛」のために集

まったメンバーの中から、オペラを続

けようという人が集まって平成10年

に発足しました。現在男性４名・女性

７名の11名で構成されていて、普段

は毎週金曜日の夜に練習しています。

　地元に根ざして、音楽を通し輪を広

げていくこと、また音楽を通して地域

を活性化していくとことをコンセプト

に活動していて、多くの人の協力があっ

て今の活動が続けられているというこ

とでした。オペラ形式の公演は準備に

時間も経費もかかるので、毎年行うこ

とはできないものの、これからも年に

１回はコンサート形式の公演を続けて

音楽の輪を広げていきたいそうです。

　現在団員も募集中で、オペラや声楽・

歌が好きで興味があれば、経験の有無

は関係ないので、一緒に音楽を楽しみ

たい方は気軽に参加してみてください。

（取材、文 ･ 津曲 愛）

連絡先　事務局　小林　耕三さん

電　話　０９０－８８３４－６９８０

「都城シティオペラ」
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※　　　 マークの公演は総合文化ホール１階チケットカウンターで入場券をを取り扱っています。　※　　　マークの公演は、都城市文化振興財団自主事業です。

※ここに記載されている情報は 1/31（木）現在のものです。入場料金等詳しくは主催者にご確認下さい。記載料金は前売り価格です。

３月の催し

４月の催し

Event CalendarEvent Calendar

客席までの介添えが必要な方には、受付カウンターで介添者用の通行証をお貸ししていますので、ご利用ください。（※この通行証は、座席を確保するものではありません。）

日曜 会場 行　事　名 開 演 料 金 主催及びお問い合わせ先

1㈯ 大 　　桂文珍　独演会 15:00 4,000円 0986-23-7140

2㈰

大 都城市民俗芸能祭 13:00 整理券 都城市市民生活部生活文化課 0986-23-2132

中 都城市立西小学校吹奏楽部
第２回定期演奏会 13:30 無　料 都城市立西小学校（長沼） 0986-22-4319

3㈪ 中 　　AGAPE Store　からっぽの湖 19:00 4,000円 0986-23-7140

6㈭ 大 シルバーコーラス弥生の会
第 16 回春のつどい 13:00 無　料 宮崎県シルバーコーラス弥生の会 0985-47-6814

8㈯ 中 宮崎県保育連盟
都城支部会員（保育士）の講演会 19:00 会　員 宮崎県保育連盟都城支部

（五十市保育園内） 0986-22-2110

9㈰ 大 都城シティオペラ１０周年記念公演オペラ
「カルメン」 14:00

一般3,000円
会員2,000円 都城シティオペラ 090-8834-6980

13㈭ 大 都城ときめき大学講演会 18:25 会　員 都城ときめき大学 0986-21-2112

14㈮ 中 第４０回都城工業高等専門学校卒業式
第５回都城工業高等学校専攻科終了式 10:00 関係者 都城工業高等専門学校 0986-47-1106

16㈰ 大 都城西高等学校吹奏楽部
第６回定期演奏会 14:00

前売400円
（当日500円） 宮崎県立都城西高等学校 0986-23-1904

20㈭ 大 キム・ヨンジャ　コンサート 15:00
A席5,500円
B席 5,000円 財団法人民主音楽協会 092-629-3050

23㈰ 大 都城泉ヶ丘高等学校吹奏楽部　定期演奏会 
"treasure" 14:00 300円 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 0986-23-0223

24㈪ 中 平成 19 年度
通常総会・会員互助会通常総会 9:30 会　員 （社）都城シルバー人材センター 0986-25-1000

25㈫ 大
　　佐野元春＆ THE HOBO KING BAND 
　　TOUR 2008
 "Sweet Soul,Blue Beat"

19:00
1階席7,000円
2階席5,800円 0986-23-7140

30㈰ 中 第５回詩舞道錦城流南九州地区大会
詩吟・詩舞発表会 13:00 1,000円 詩吟朗詠錦城会都城支部 0986-22-5110

	 	 	 	 	 	 	

日曜 会場 行　事　名 開 演 料 金 主催及びお問い合わせ先

5㈯ 大 音楽座「リトル・プリンス」 18:30 会　員 都城市民劇場 0986-21-8082

6㈰ 大 　　音楽の贈りもの　VOL.10
　　上田正樹コンサート 17:00 応　募 ＣＩ企画 0986-22-7356

11㈮ 中 平成 20 年度
労働保険年度更新説明会・集合受付 13:30 関係者 都城労働基準監督署 0986-23-0192

13㈰ 中 ＮＰＯ法人 劇団 三喜 卯月公演 12:40 1,000円 ＮＰＯ法人　劇団三喜 0986-22-3208

14㈪ 中 　　押尾コータロー コンサートツアー 2008
　　”Nature Spirit” 19:00 5,000円 0986-23-7140

17㈭ 大 都城ときめき大学講演会 18:25 会　員 都城ときめき大学 0986-21-2112

20㈰ 中 若柳東佐稀のおどり 12:00 2,000円 若東会 0986-23-0012

26㈯ 中 都城少年少女合唱団　第 24 回定期演奏会 18:30 500円 都城少年少女合唱団 090-8226-0063

27㈰
大 梅元流新作舞踏チャリティーショー

（梅栄の舞） 12:00 1,000円 梅元流奏典会 0986-72-0209

中 第 8 回都城心身障害児（者）を守る会 12:00 1,000円 都城邦舞会 0986-39-3915
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第1駐車場

◆駐車場案内 ご  案  内  図

　駐車場に限りがございますので、MJ にお越し
の際は、公共交通機関のご利用、お車の乗り合わ
せなどご理解とご協力をお願いいたします。

駐 車 場 収容台数 駐　車　料　金
第 1 169 台 1時間ごとに100 円。

大・中ホール利用者⇒ 4 時間まで無料。
創作練習棟利用者⇒ 3 時間まで無料。第 2 159 台

神柱公園 約100 台 無料（公園利用者と共用）

　MJ に隣接する神柱宮境内、コンビニエンスス
トア敷地内ほか近隣店舗への駐車はご遠慮下さい。

　「アレンジャーズサミット」出演の服部克久、小六禮次郎、
萩田光雄、服部隆之、千住明の各氏のサインが入った色紙を抽
選で 5 名の方にプレゼントいたします。ハガキ・FAX・メールに、
氏名、住所、電話番号を明記の上、「MJ ハーモニー」に対する
ご意見・ご感想などを書いてご応募ください。賞品の発送をもっ
て発表に代えさせていただきます。※締切４/30 必着

　♦応募宛先
　　〒 885-0024　宮崎県都城市北原町 1106 番地 100
　　都城市文化振興財団「サイン色紙プレゼント」係
　　FAX /（0986）23-7143　E-mail / mjhall@0986.jp

　「この人に頼もう！と思ってもらえる曲作りをしたいし、
本人は常によくできた！！と思っているんだけど。」と語る
館長。「聴いた人が喜んでくれたら、よくできた！と思いま
すね。演奏する人・歌う人のためだけではなく、聴いてくれ
る人のために曲はつくる…と父によく言われました（笑）」
と隆之氏。同じ作・編曲家の道をたどるお二人ならではのエ
ピソードです。父・克久氏の作曲した曲を息子・隆之氏が編
曲するということもあるそうで、隆之氏は「生まれたときか
ら服部克久の音楽につかっているからやりやすいけれど、逆
に父親である服部克久のブランドイメージを悪くしないよう
にと気を遣う。」とおっしゃっていました。
　またそういう時、お父様からの注文は全くないそうで、そ
のかわり感想もおっしゃらないとか。「何も言わないという
ことは、いいということ。文句があれば言ってる。」お互い
に尊敬し認め合っているのだろうなと、素敵な親子の姿を垣
間見ることができました。

　最後に館長から、ＭＪで今後やってみたいことと読者への
一言をいただきました。
　「具体的な構想はまだないけれど、ただ有名なアーティス
トの公演というのではなく、質が高く、いいもの。グレード
の高いもの。また東京では聴けないようなものを届けていき
たい。都城という地方都市でＭＪといういいホールがあるの
は、市民の皆さんにとって幸せなことです。これからみなさ
んで育てていってほしいですね。」
　これからの館長プロデュース公演も楽しみに待たれるとこ
ろです。今回見逃したみなさんも、ぜひ次回は足をお運びく
ださい。

　去る２月２日（土）「アレンジャーズサミットｉｎ都城」
が盛況のうちに開催されました。当日の熱気をお伝え
するため、当ＭＪの館長・服部克久氏とご子息でやはり
作・編曲家の服部隆之氏にお話を伺いました。

　隆之氏はご自身の作曲した「華麗なる一族」のメインテー
マを披露してくださったのですが、その際地元コーラス隊と
の共演が実現しました。「平均年齢が高かったですが、パワー
を感じましたし、やる気満々で勢いがあり、元気いっぱい。
本当に素晴らしいと感動しました。」と、都城の音楽愛好家
の皆さんの頑張りを絶賛してくださいました。
　今回のコンサートは、アレンジ（編曲）の面白さ・醍醐味
を多くの方に伝えたいということで開催されたもので、都城
限定の公演でした。

克久氏
「作曲というのはなんとなく分かってもらえるでしょう
が、アレンジとはどんなものなのか知らない人が多いで
しょう。１つの曲が編曲でどれだけ変わるか聴いてもらい
たい。イントロや伴奏によって歌う人の雰囲気なども変わ
るんです。」

隆之氏
「編曲は洋服だと思ってもらえばいいんです。裸の自分
がいて、今日はどんな服を着ようか。赤い服・やぶれたジー
ンズ・スーツ。着る服で雰囲気が変わるでしょう。編曲も
そういうものです。」

　これからは音楽を聴いたり、ＣＤを買う時「編曲は誰か
な？」と気にして見てみてください。同じ曲でも編曲でだい
ぶ違ってくるようです。

◆サイン色紙プレゼント

（取材・津曲 愛 / 写真・東 康恵）


