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【インタビュー】
ジェイク・シマブクロ

Jake Shimabukuroさん（ウクレレ奏者）
去る10月、情熱的かつ迫力のステージを終えたばかりのジェイク・シ
マブクロさんに、お話を伺いました。
今日のライブの感想を。

とても楽しかったです。会場にいらっしゃった皆さんか
ら、特別なエネルギーを感じました。とても暖かいエネル
ギーだったのですが、静かに聴いてもらっていた時も暖か
なサポートを感じました。ハワイには「アロハスピリッ
ツ」というのがあるのですが、宮崎にも、そのスピリッツ
があるなあという気がしてとても嬉しかったです。
※｢Aloha･アロハ･｣というハワイ語がもつアロハスピリッツとは、フ
レンドリーにすべてを受け入れる態度の事を言います。エネルギー
を分かち合う事で宇宙の力と繋がると考えられており、ハワイ語で
はその力をマナと呼びます。アロハスピリッツを持つことで真の健
康、幸福、繁栄、成功を得ると考えられており、
「Aloha･アロハ･｣
というハワイ語には辞書では翻訳できない深い意味が含まれている
のです。

今日の会場（中ホール）はいかがでしたか？

とっても素敵で美しいホールですね。ホールの中全体に
木が使われているので、ステージに立っていると､自分が

まるでウクレレの中にいるような雰囲気になりました。音
もすごく良かったし、お客さんと身近にいられるというよ
うな親近感があって、皆さんのエナジーを感じることがで
きました。こんな素晴らしい会場で演奏することができて
とても光栄です。

ウクレレの魅力とは？

好きな理由でもあるのですが、難しくないということで
すね。フレンドリーというか、とても簡単に持ち運べて演
奏できるということがあると思うんですが、年齢に関係な
く初心者でも、5歳から75歳まで幅広い人々に演奏して
みたいと感じさせる楽器だと思っています。そういう楽器
は、世界中探してもウクレレだけだと思っています。

日系5世ということですが、ジェイクさん
の中の日本人的な部分とは？

少ない部分でしかないかもしれませんが、日本語をしゃ
べらない日本人ですね（笑）。いつも、来日するたびに日
本と繋がっているな、日本人だなぁと思います。日本には
いつも戻ってきたいと思っていますし、住んでしまおうか
と思っているくらい日本が大好きです。将来は、日本人の
ガールフレンドを見つけて、家族を持って落ち着いてもい
いかなぁと思っているくらいです（笑）。

宮崎の皆さんに一言お願いします。

いつも応援してくださってありがとうございます。宮崎
に来るのはとても大好きです。宮崎に来ると、我が家に
帰ってきたような感じがします。とてもリラックスしすぎ
てしまって、休暇で来ているような気分になります（笑）。
人懐っこい笑顔が印象的なジェイクさん。現場のスタッフ
一人ひとりに挨拶と握手をして下さる気配りの人でもありま
した。
そんなジェイクさんのサイン色紙を3名の方にプレゼン
ト！詳細は、裏表紙をご覧下さい。

【インタビュー】

ジェイ–ミン

Ｊ－Mｉｎさん

コンサートのオープニングアクトで登場した韓国出身のＪ－Ｍｉｎさん。とても流暢な日本語で話
してくれました。時折出る、難しい発音の日本語の話し方がとてもチャーミングでしたよ。歌はか
なりの実力で、今後の活躍に期待大です！

●音楽を始めたきっかけは？

中学3年生の頃、ミッシェル・ブランチの音楽を聴いた
ときに、こういう、“生音”を活かした音楽を自分もギター
を弾きながら演りたいなと思ったのが最初です。

●韓国と日本の音楽事情の違いは？

韓国はＲ＆Ｂやダンスミュージックが主流ですが、日本
では、ロックをベースにしたいろんな音楽が流行っていて、
自分が目指す音楽性は、日本での活動の方が活かせるな、
と思っています。



●自分のどういうところを観てほしいですか？

やっぱり歌ですね。自分が気持ちよく歌っているときに
は、聴いてくれている人にも気持ちよく聴いて、観てもら
えたら嬉しいです。歌で共感してもらえたら嬉しいですね。

●宮崎の皆さんへ一言

宮崎はとても素敵なところで、こんな素敵なところで皆
さんにお会いできて本当に嬉しかったです。またLiveが出
来たらいいなぁと思っています。またお会いできる日まで
待っていてください！

Event Guide
1/25
日

【これから行われる自主文化事業のご案内】

週末よしもと 「みやざき」

【時間】 〔１回目〕 開場11：00　 開演12：00　　 〔2回目〕 開場14：30　 開演15：30
※開演35分前からYOSHIMOTO DIRECTOR'S 100作品上映
【会場】 中ホール　 【料金】 4,500円（当日500円高）　 【チケット一般発売】 12月21日（日）
【出演】 麒麟、天津、若井おさむ、ジャルジャル、ジョイマン、藤崎マーケット、中川どっぺる

吉本芸人総勢800人が47都道府県を行脚する、一大プロジェクト！「週末よしもと～全国47都道府県密着型ラ
イブ～」都城公演決定！都城には、麒麟や天津ら人気の芸人たちがやってきますのでお見逃しなく！

2/11
水㊗

B.C411ギリシア 「女の平和」
【時間】 開場１３：３０ 開演１４：００　 【会場】 大ホール舞台上舞台
【料金】 全席自由（一般）３，０００円（学生券）１，５００円 【出演】 九州を代表する俳優たち

ピースな喜劇！寒い２月にぴったりな最高の喜劇。古代ギリシャの喜劇作家アリストパネスの戯曲を、都城在住永山智
行氏
（県立芸術劇場演劇ディレクター）の構成・演出でお送りします。

3/1
日

さだまさし　 アコースティックコンサート

【時間】 開場16：30　 開演17：00　 【会場】 大ホール　 【料金】 全席指定7,140円
【チケット一般発売】 1月11日（日）　
【プレイガイド】 都城市総合文化ホールチケットカウンター、 ローソンチケット、 チケットぴあ
※ローソンチケットにてプレリクエスト抽選先行あり（Webのみ）。
エントリー期間12/21（日）～1/6（火）。詳細はローチケドットコム⇒http://l-tike.com

デビュー 35周年を迎え、SEAMO、中西圭三、平原綾香、森山直太朗らが参加したトリ
ビュートアルバムが発売されるなど、話題を集めているさだまさし。現在行われている全国ツ
アー『35周年記念コンサート』は各地で好評を得ていますが、2009年からは彼の真髄ともい
えるアコースティックでのコンサートが始まります。
誰もが一度は耳にし、聴く者を魅了せずにはいられない、さだまさしの世界。
完売必至のステージ、この機会を逃さないでください！

3/3
火

が〜まるちょば　 サイレントコメディー
JAPAN TOUR 2009 Glorious Return

【時間】 開場１８：３０ 開演１９：００ 【会場】 中ホール 【料金】 全席指定４，５００円（当日券同じ）
【チケット一般発売】 1月２４日（土） 【出演】 が〜まるちょば

世界23カ国150以上のフェスティバルで称賛された実力！ 2009年春、が〜まるちょばが、
ロマンティックコメディー「街の灯」で日本全国に旋風を巻き起こす！
今、パントマイム界で最もホットなこの二人組。最近ではテレビ番組やＣＭなど、各メディ
アでの活動も多くなっています。モヒカン頭に黒いサングラスと黒いスーツ。どこかで見かけ
たことがあるのでは？

3/7
土

館長プロジェクト 「タイトル未定」
【時間・料金】 未定 【会場】 大ホール 【チケット一般発売】 １月中旬予定
【出演】 服部克久、 服部隆之、 大阪シンフォニカー交響楽団、 ゲストアーティスト

服部克久館長が手がける都城オリジナルのコンサートが、今年度も開催決定しました！ゲストアーティストにつ
いては、正式発表まで今しばらくお待ちください。



Greek mythology

ギリシア神話
2月11日に「女の平和」が上演されます。これは、古代ギリシアの喜劇詩人で
あるアリストパネスの戯曲です。なんと紀元前411年の作品なのです。
今回は「ギリシア神話」について調べてみました。

ギリシア神話とは？
ギリシア神話とは、古代ギリシア民族が伝承
した神話や伝説です。天地創造と人類の誕生、
神々や英雄たちの物語、星座や動植物にまつわ
る話など多くの物語があり、それらは西欧文化
に大きな影響を与え、古代から現代まで広く世
界中で愛されています。
ギ リ シ ア 神 話 は 紀 元前20世 紀～15世 紀 に
かけてエーゲ海南部のクレタ島に栄えたクレタ
文明（ミノア文明）で人から人へとに語り継がれ
て伝承される口承文学として誕生しました。
紀 元前15世 紀～12世 紀、 ク レ タ 文 明 に 代
わってエーゲ海を支配したミュケナイ文明（ミ
ケーネ文明）に引き継がれ、ギリシア本土に広
がりました。
紀元前 8 世紀、「2 大詩人」と称されるホメ
ロスとヘシオドスがギリシア神話の原典といわ
れる叙事詩（史実や事件をありのままに述べた
韻文）を世に残しました。
紀元前 6 世紀ごろにはギリシア最古の劇場
であるディオニュソス劇場が建築され、神話を
題材とした舞台劇が上演されました。中でも「3
大悲劇詩人」と称されるアイスキュロス、ソポ
クレス、エウリピデスたちによる作品は人気が
高く、ギリシア神話はより多くの人々の間に広
がっていき、身近な存在になりました。
紀元前 4 世紀後半、ギリシアを支配したア
レクサンドロス（英語名アレクサンダー）によっ
てギリシア文化は世界中に広まりました。この
時代の芸術にはギリシア神話を題材とした優れ
た作品が多く見られ、また遺跡調査など学術的
な裏付けの要素が盛り込まれた作品が残されま
した。芸術性・物語性・科学的根拠を得た時代
といえます。
紀元前146年にギリシアがローマ帝国の属
州になると、古来からローマに伝わる物語とギ



リシア神話が結び付いてローマ神話が誕生し、
娯楽性に富んだ文学作品になりました。
14世紀以降イタリアからヨーロッパ全土に
拡大していったルネサンスの時代には、ギリシ
ア・ローマ神話を題材とした芸術作品が数多く
生み出されています。
こうしてギリシア神話は長い間 語り継が
れ、絵画や彫刻、演劇など多くの芸術作品の題
材となり、文化の礎として現代に息づいている
のです。

意外と身近なギリシア神話
絵画や彫刻といった芸術作品だけではなく、
ごく身近なものにでもギリシア神話にちなんだ
ものがたくさんあります。
例えば、泥酔状態を表す「へべれけ」の語源
は、神々の宴のお酌係を務めていたヘベのお酌
という意味のギリシア語「ヘーベー・エリュエ
ケ」が短縮され、へべれけとなったという説が
あるそうです。
また、アメリカのスポーツ用品メーカー「ナ
イキ」は勝利の女神ニケの名を英語読みにして
社名になっています。
オードリー・ヘップバーンが主演した「マイ・
フェア・レディ」は神話に由来するピュグマリ
オン効果がテーマであったり、ギリシア神話を
ベースに知恵と戦いの女神アテナを守護する戦
セ イ ン ト
セ イ ン ト セイ
士聖 闘士の活躍を描いた格闘マンガ「聖 闘士星
ヤ
矢」など、ギリシア神話は、はるかな時を超え
現代に息づいているのです。
美術館巡り、書籍、演劇、映像、音楽などい
ろんなかたちでギリシア神話を楽しんでくださ
い。

（文・澤

利佳子）

施設紹介

マルチギャラリーを使ってみよう

ＭＪホールのエントランスから入ると、一階ロビー奥でいろ
いろな作品が展示されているのをご覧になった方も多いと思い
ます。あのスペースは「マルチギャラリー」と言って、個人や
グループで借りることができるのをみなさんご存知でしたか？

作品の展示会などにも利用でき、多くの方に見ていただける
場所という点では、これほどいい場所を見つけることは難しい
かもしれません。
施設利用料金には、パネル・机が各10台含まれていますので、
展示する作品を持ってくるだけでも、展示会が開けます。
準備や設営等は各自で行って頂くのですが、初めての方でも、
スタッフがお教え致しますので心配いりません。
日程や料金などの調整等ありますので、詳しくは、ホールス
タッフまでお問い合わせください。

見てみませんか？
編集委員おすすめDVD特集
明けましておめでとうございます。ＭＪハーモニー１月号です。今年の年末年始のお休みは大型連休という方も多
いのでは？
今回は、編集委員４人のおすすめＤＶＤを紹介します。暇つぶしのお供にいかがでしょう？

オペラ座の怪人

ハイスクールミュージカル

ミュージカルの名作「オペラ座の怪人」が完全映画化
されたものです。
オペラ座の地下に住む音楽の天才ファントムが天使の
声の持ち主クリスティーヌに恋をしたこ
とから始まる悲劇。
素晴らしい音楽と共に物語りはすすみ
ます。
舞台では描ききれない部分も見ること
ができるミュージカル初心者にもおすす
めの映画です。

全米で大ヒットした実写版のミュージカルＤＶＤです。
その後もシリーズが続々登場しているほどの人気
ミュージカルです。ハラハラ・ドキドキしながらも最後
には何だか幸せな気分にさせてくれる
ところはまさにディズニー。歌もどこか
で聴いたことがあるようなリズムでなじ
みやすく、ダンスも魅力的です。この映
画を見ていると、こちらまで歌いながら
踊ってみたくなります。ミュージカル
ファンだけでなく、ダンスファンも必見
です。
川口 涼子

2004 年

アメリカ （ジェラルド・バトラー他）

津曲

スペーストラベラーズ

2000 年

愛

日本（金城

銀行強盗事件が、未曾有の大事件に
なってしまう…「踊る大捜査線」の本広
克行監督作品。笑って、泣いて、元気が
出ます。出演者は個性派ぞろいで、それ
ぞれのキャラクターがとってもナイス！
ちなみにちょい役でグラビアアイドルの
アノ人が…見つけてほしーの！！
澤

利佳子

武他）

2005 年

アメリカ （ザック・エフロン他）

さよなら、クロ ～世界一幸せな犬の物語～
2003 年

日本

( 妻夫木 聡他）

1960 年代、長野県のある高校に住み
ついた一匹の野良犬と、人々の交流を描
いた実話にもとづく物語。学校の見回り、
職員会議に出席など、学校の一員として
暮らしたクロ。心優しい人達と愛くるし
いクロが微笑ましく、温かい気持ちにさ
せてくれます。美しい風景、音楽にも癒
されます。
柚木崎 摂子



ワールドトラベル
鹿児島銀行
都城支店

南九州トラベルセンター

３

H₂Oサロン
クレヨンブラン中町店

都城大丸
メインホテル
ナカムラ

攝護寺

大峰靴店
都城金海堂
西都城駅前

２

都城郵便局

中町
都城
ハイレーンズ

１

６

大丸
都城市中町

４

リードトラベル
ウエルネス
交流プラザ
蔵原交差点

５
都城
トラベルサービス

都城合同庁舎
広口

ＭＪ友の会

提携店サービス紹介（Part 1）

ＭＪ友の会には、チケット料金割引、先行予約、ポイント還元など、たくさんの特典がありますが、“ 提携店の優待サービス ”
はご利用頂いていますか？お忘れの方もいらっしゃるのでは・・・。会員証をご提示頂くだけで、サービスが受けられます！
まだご利用でない方もこの機会に是非、お気軽に足を運んでみて下さい！嬉しい発見があるかもしれませんよ。４回に分け
て提携店さんをご紹介しますので、お楽しみに！もっともっと得して笑顔になりましょう！！

店

舗

名

①ワールドトラベル
取扱商品

サ

ー

ビ

ス

内

容

パック商品 3％割引

住所 / 電話番号
都城市中町13−７
TEL（0986）25−6666

ＪＴＢ、日本旅行、阪急交通社、読売旅行、タビックス、宮交観光

②Ｈ₂Oサロン
クレヨンブラン中町店

ＭＪコース「毛髪強化コース」サービス
髪に必要なアミノ酸でトリートメントサービス

新しい年を新しいヘアスタイルで

③南九州トラベルセンター

都城市中町12−24−2
TEL（0986）26−5161

わたしたちにおまかせ下さい。

国内パック、海外パック商品 3％割引

都城市牟田町７−７
TEL（0986）23−4600

この冬のおすすめ☆にっぽん演歌の夢祭り福岡公演バスツアー

④リードトラベル

パック商品 3％割引

都城市中町16−５
TEL（0986）24−2130

「親切、丁寧をモットーに皆様の楽しい旅のお手伝いを致します。」

⑤大峰靴店

はっとくシール３倍セール

都城市上町６−７
TEL（0986）22−0757

「靴と足の悩み」無料相談に応じます

⑥都城トラベルサービス

メイト（国内）
・ホリデイ（海外）商品 3％割引

旅行に関するお問い合わせ等、お気軽にお電話下さい。



都城市上町５−９
TEL（0986）25−5939

Event Calendar

１月の催し
日（曜） 会場

行

事

名

開演

料金

お問い合わせ先

19:00

関係者

宮崎県保育連盟

16 ㈮

中

宮崎県保育連盟

17 ㈯

大

2009入学おめでとう大会

13:00

要申込

宮崎日日新聞社

0985-26-9333

大

都城ときめき大学

18:25

会

員

都城ときめき大学

0986-21-2112

中

第26回小・中・高生意見発表会

13:30

無

料

宮崎県立高城高等学校

0986-58-2330

大

第12回スプリングコンサート

10:00

300 円

中

週末よしもと「みやざき」

20 ㈫

25 ㈰

31 ㈯

大
中

都城支部

全体講演会

都城市民劇場第64回例会
「アンナ・カレーニナ」
リズム発表会

１回目
12:00
２回目
15:30

4,500 円

都城支部

宮崎県吹奏楽連盟都北支部
（五十市中）

0986-22-2110

0986-23-0126

財団法人都城市文化振興財団

0986-23-7140

18:30

会

員

都城市民劇場

0986-21-8082

9:30

無

料

社会福祉法人アソカ園

0986-24-0450

開演

料金

２月の催し
日（曜） 会場

1㈰
8

15 ㈰
19 ㈭
22 ㈰

28 ㈯

事

名

お問い合わせ先

中

第35回定期演奏会

14:00

500 円

国立都城工業高等専門学校

090-9590-2055

大

都城市民吹奏楽団演奏会

13:30

500 円

都城市民吹奏楽団（新森）

090-3324-0271

中

都城市ＰＴＡ連絡協議会
「創立60周年記念大会」

13:00

無

都城市ＰＴＡ連絡協議会

㈰

11 ㈬

行

大

BC.411年ギリシア 「女の平和」

14:00

料

一 般 3,000 円
財団法人都城市文化振興財団
学生券 1,500 円

0986-24-5312
0986-23-7140

大

第44回都城市民音楽祭

13:30

500 円

都城音楽協会

中

第27回幼児の能力コンサート

13:00

無

料

エーデルワイス幼保園

0986-52-5834

中

平成 20 年度
ブロック別民生委員・児童委員研修会

13:30

無

料

都城市健康福祉部障害福祉課

0986-23-2980

大

（社）都城法人会 青年部会20周年事業
開運！なんでも鑑定団 公開収録

12:00

無

料

社団法人都城法人会

0986-45-0377

090-3664-1685

中

人気アニメ映画スペシャル

13:50

900 円

富士映画

092-922-2556

大

都城ときめき大学

13:25

会

員

都城ときめき大学

0986-21-2112

中

都城市地域福祉推進大会

13:30

無

料

都城市健康福祉部障害福祉課

0986-23-2980



I n f o r m a t i o n

都城市文化振興財団インフォメーション

ホールの情報はここからも！
！
http://www.0986.jp/mbunka/
ＭＪのホームページがリニューアルして１年
が経ちました。
皆さん、ご覧になったことがあるでしょうか？
MJ のホームページでは、
・催物カレンダー
・自主文化事業ラインナップ
・チケット情報
・施設利用案内
・施設空き状況
等

施設空き状況

いろいろな情報を紹介させて頂いております。
また、MJ ホールの平面図、ホール座席表、
施設の利用料金表、施設利用許可申請書等、MJ
の窓口に足を運ばなくても、すぐに手に入りま
すのでぜひご利用ください。

ＭＪホール平面図

ジェイク・シマブクロ
サインプレゼント

2009年もMJをよろしくお願いします。

インタビューページでもご紹

援に厚く感謝申し上げます。これからも多くの方に MJ を

昨年10月でMJも２周年を迎えました。皆さま方のご支
ご利用いただき、喜んで頂けるよう財団スタッフ一同、ホー

介したように、ジェイク ･ シマ

ルの運営管理に精進してまいります。

ブクロさんのサインを抽選３名

皆様の御協力・ご理解のほどよろしく御願いします。

様にプレゼントいたします。
住所、氏名、電話番号を明記
の上、「ハーモニー」へのご意見、
ご感想を添えて、ハガキ、FAX、メールにて下記までご
応募下さい。当選者は、賞品の発送をもって当選発表に
代えさせていただきます。
♦

♦

都城市文化振興財団 サイン色紙プレゼント係
〒 885-0024
宮崎県都城市北原町1106番地100
FAX/（0986）23-7143 E-mail / mjhall@0986.jp
平成21年２月末日必着

◆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

第1

169 台

第2

158 台

駐 車 料 金
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。

都城駅北

約 80台

サービス券対応

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。

都城市総合文化ホールは、下記の法人会員の皆様のご支援を得て運営しています。
＜メセナ会員＞ 株式会社サニー・シーリング 住友ゴム工業株式会社宮崎工場
＜法 人 会 員＞ 株式会社文昌堂 霧島酒造株式会社
株式会社都城北諸地区清掃公社 カヤバシステムマシナリー株式会社 中尾設備株式会社 株式会社みやこ印刷 宮田眼科病院
都城ロイヤルホテル 株式会社都城印刷 久保産業株式会社 株式会社ワールドトラベル ホテルウイングインターナショナル都城
新洋海運株式会社 東和建設工業株式会社 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 医療法人 明和会
都城ヤクルト販売株式会社 都城ステーションホテル つやげん九州株式会社 吉原建設株式会社 宮崎ビルサービス株式会社
株式会社アイワホール 大淀開発株式会社 株式会社システム・ナイン 有限会社都城新生社印刷

MJ
第15号
平成 20 年１月１日
発行・編集／財団法人 都城市文化振興財団
〒885-0024
宮崎県都城市北原町1106番地100
TEL:0986-23-7140 FAX:0986-23-7143
E-mail:mjhall@0986.jp
http://www.0986.jp/mbunka/
企画編集：自主発行機関誌編集委員会
川口 涼子 澤 利佳子
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