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世界へのとびら、シェイクスピア。
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もっと多くの人と

身近な距離で出会いたい︒

〜MJへの扉〜

The
DOOR
Vol.1

NAOTARO MORIYAMA

森山直太朗
森山直太朗コンサートツアー 2009｢どこまで細部になれるだろう｣
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都城公演

〜MJへの扉〜

森山直太朗コンサートツアー 2009

｢どこまで細部になれるだろう｣

The
DOOR
Vol.1

高く澄んだ歌声と、叙情的な詩の世界。
さて、今回のコンサートツアー2009「どこまで細部になれるだろう」
（全国47会場51公演）は、すでに4月か
らスタートしています。各地の公演の反響も気になるところですが、7月10日に開催される都城公演はちょうど
ツアーの折り返しくらいです。観客の心をひきつけて離さない歌声や演奏、サービス精神旺盛で楽しいMCなど
コンサートの「細部」にいたるまで、思いっきり楽しめるのではないでしょうか。どんな曲が飛び出すのか、どん
な演出があるのか、今から楽しみです！
おかげ様で、チケットは完売いたしました。

森山直太朗さんは、1976年4月23日生まれで東京都出身のアーティストです。
2003年『さくら（独唱）』で大ブレイクしたのですが、メジャーデビューは2002年10月、ミニアルバム『乾い
た唄は魚の餌にちょうどいい』で、このアルバムからのマキシシングルでした。
『さくら』
には、Original Version・独唱・合唱・伴奏の4つの異なるアレンジがあり、なかでも、合唱では、コーラス
に宮城県の第三女子高等学校・音楽部が参加していて、レコーディングの模様は、DVDにも収録されています。
2004年1月からコアライブツアー『笑えない冗談』
（全国19会場20公演）を、2004年6月からスターツ
アー2004『地球はたぶん球体じゃない』
（全国24会場25公演）、2004年10月からは学園祭ツアー2004『カ
レーライスが不意に食べたくなったんだ』
（全国 6会場6公演）、と精力的にライブ活動も行いました。
2005年には2月に劇場公演『森の人』
（2会場13公演）、6月にそれまでの活動の節目として、ベストアルバム
『傑作撰2001〜2005』をリリースし、それに伴い夏から約一年間に及ぶコンサートツアー『君は五番目の季
節』
（全国59会場63公演）を行い11万人を動員しました。
その後も、アルバム、シングルをコンスタントにリリースしながら、2007年にはワールドツアー2007『全て
の柔らかいモノのために』
（全国43会場46公演）を行い、最終公演は台湾の「台北インターナショナルコンベ
ンションセンター」でもライブを行い、国内のみならず、海外でも高い人気があることを証明しました。
2008年もコンサートツアー2008『諸君!?』
（全国30会場35公演）を行うなど、レコーディングのみならず、積
極的にライブ活動を行っており、そのライブパフォーマンスの高さは、ファンのみならず、高く評価されています。

森山直太朗コンサートツアー2009｢どこまで細部になれるだろう｣ 都城公演
■7月10日㈮ 都城市総合文化ホール 大ホール 開場18:30 開演19:00
■全席指定：6,000円（税込み）※未就学児童の入場はお断りさせて頂きます。
■都城市総合文化ホールチケット専用電話 0986‐23‐7190
GAKUON ユニティ・フェイス

0985‐20‐7111
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特集 MJ
STAGE

子どもと大人のためのステージ Vol.2

子供のためのシェイクスピア

マクベ ス
子ども騙しではない、子どもも大人も
舞台芸術の素晴らしさを堪能。
描くのは普遍的な人間の姿。
シェイクスピア作品は、いつの世にも変わらない
人間 が描かれています。愚かで醜い姿でもあり、
愛に満ちた関係でもあり・・・誰もが共感できる内容
に、ぐいぐいと劇世界に引き込まれることでしょう。
子どもたちにも分かるテーマやメッセ−ジが際立つよ
うに、もともとある膨大な量のセリフを整理し、約２
時間の作品に構成しています。それこそが、子どもに、
そして大人にも分かりやすいとされる理由ですが、こ
の作業は容易ではなく、脚本の精度は演劇界でも高
く評価されているそうです。

「子どもは楽しそうだったけど、私は退屈だった。」
子ども向けのお芝居などをみて、そう思ったことはあ

「芝居とは想像力を駆使して自由に楽しむもの」と
いう考えから、舞台装置はほとんどなく、あるのは木
製の机と椅子のみ。その配列や動きで王様が座る玉
座や森の小屋になったりします。観客は自らの想像力
で情景を描きだし、その世界に没頭することとなるの
です。目で耳で頭で、それに心で、観客の想像力がこ
の作品をより楽しむカギと言えます。

りませんか？
子供のためのシェイクスピア シリーズは、子どもも、
大人も、自分で想像する。だから面白いのです。
わずか８人の役者たちが変幻自在に描き出す、悲劇
の傑作マクベス。
悲劇を見たのに面白い。それが、子供のためのシェ
イクスピアです。

重
アイテ要
ム?!

アナタと舞台をつなぐ演出のいろいろ

黒コート
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俳優が自分の役を演
じる以外に黒コートを
着て登場、黒子の役割
だけ では なく、あると
きは集団心理を、また
あるときは登場人物の
心の声を表現したりし
ます。

シェイクスピア
人形

子供のためのシェイク
スピアには必ず山崎清
介の操る人形が登場し
ます。通称シェイクスピ
ア人形。
親しみやすい風
貌で子どもたちの視線
を集めます。彼は登場人
物の一人でもあり、物語
の狂言回しという重要
な役割も担います。

クラップ
（手拍子）

芝居が始まると随所
で聞こえるのが俳優に
よるクラップ（手拍子）
の音。
場面転換や登場人
物の心理を表現してい
ます。休憩中や終演後に
は、子どもたちがクラッ
プをしながら歩き回る
姿が見られます。

「伝えたいことがあるからだよ」
−ワークショップ開催―
５月２３日㈯に、子供のためのシェイクスピア「マ

問に、彩乃木さんが、
「伝えたいことがあるからだよ」

クベス」の出演者、彩乃木さん、戸谷さん、窪田さ

と返答。「伝えたいことがあるからこそ自分なりに言

んが参加しワークショップ「演技ってウソつくこと？」

い方や表情、ジェスチャーなど工夫をする。それが

が開かれました。

演技なんだよ」と。

「人に何かを伝える」をテーマに、お客 のジェス
チャーから欲しいものを判断する

買物ゲーム 、
「大

ゲームをとおして伝えたかったこともしっかりと子
供たちに伝わったことだと思います。

好き！」
「ありがとう！」と大声で言いながら投げる 声
かけドッジボール 、子どもが目隠しした親を声かけ
だけで誘導する

目隠し気を付けて

などのゲーム

を楽しみました。
目隠し気を付けて

では目隠しした親が階段に差

しかかると子供が大声で「危ないよ！気を付けて」と、
真剣な表情。そこから普段、自分たちが危険な目に
合わないように、親は真剣な思いで大声で注意する
のだということを学んでくれたようです。
また、「どうして演劇をするの？」という子供の質

目隠しした親を声かけだけで誘導

！
評
好
大

さぁ！
「シンベリン」につづいて
「マクベス」も！

昨年の公演「シンベリン」は、観客の皆さんはモチロン、演じた役者さんたちにも大好評
だったんです。笑える場面はドッカーンと笑い!シリアスなシーンはしっかりセリフに聞き入
る!。役者と観客の心が通じ合い、ステキな劇空間が生まれました。カーテンコールの拍手
も熱烈で、まさしくライブならではの反応でした。
演出の山崎さんも、
「実際の観客数の倍ほどの熱気を感じた」と、都城での反応をいろ
んなところで話してくださったそうです。
今年の「マクベス」も演者、観客、一体となってすばらしい舞台になりそうです。

グループで割引。早く買うと割引。
昨年が大好評だったこともあり、きっと昨年観劇されたお客様はお友達を誘ってくださるだろうと考えました。そこで、お
友達を誘ったりしてグループでチケットを買えば実質割引となるような設定をしました。ホール窓口のみの取扱いですが、券
種を問わず５枚同時に購入するとチケットを１枚プレゼントいたします。６枚が５枚分の値段で買えますので大変お得です。
また、公演の２週間前（７月21日（火））までに買うと、早割チケットとしてお得な料金になっています。
■8月4日㈫ 都城市総合文化ホール 中ホール 開場／18：30 開演／19：00 ■全席自由 ■早割料金／大人 3,000円
学生（高校生以下）1,500円 ■通常料金／大人3,500円 学生2,000円 ■南九大の学生は通常3,500円が2,500円に!
■3歳以下は入場できません。
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市営都城駅北駐車場
都城駅
第 2 駐車場
美容室
くれよん本店
●ガスト

スーパー温泉
元気湯

サンホテル都城

東洋カーランド
焼肉カルビ亭
小松原町

鍵一番
都城駅前店 瀬戸山時計店
松石酒店

栄町

京呉服の益田

ブルーリボン

北原風月堂 ❶
くすり一心堂 ❸

❹

悠食酒房 縁〜enishi〜

❷

ホテルウィング
インターナショナル都城

●都城地方
消費生活センター

❺

金正堂
都城市総合
文化ホール

第 1 駐車場

●GS

神柱宮
神柱公園

チケット
料金割引

先行予約

ポイント還元

提携店サービス紹介

MJ 友の会

北原風月堂
夏のお菓子、わらび餅。
５つの味が楽しめるシューアイスも好評です。

宿泊のお客様へウェルカムドリンク券プレゼント
宿泊のお客様へスーパー温泉元気湯入泉券プレゼント
居酒屋ゆめぜんご利用代金１０％割引
「食と酒の楽しめるホテル」
として快適空間を提供。

北原町３４−２８ ☎２５−１００７

北原町３５−１０ ☎２２−２１１１

ご来店のお客様に和菓子を1個プレゼント

くすり一心堂
お買い上げ金額の
１０％のお買い物券プレゼント
取扱品 松寿仙、JPS漢方薬、バランスターWZ、活性酸素消去剤、バージンオイル

北原町３４−１８ ☎２２−１２６８

金正堂
キリョウブランド化粧品お買い上げに対し
マイカードポイント２倍進呈 店頭価格より５％割引
文具、OA機器、事務用品通販トップのアスクル代理店です。

北原町１１３９ ☎２３−４４６６
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ホテルウイングインターナショナル都城

悠食酒房

縁 -enishi-

飲食代１０％割引

各種宴会等、
ご予約承ります。
飲み放題・ご予算等、
ご相談下さい。最大５０名様収容可

北原町３５−１７ ☎２２−７７１２
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 はもうご利用になりましたか？会員証をご提示いただく
だけでサービスが受けられますので、
この機会にご利用くだ
さい。前回に引き続き、提携店とサービス内容をご紹介させ
ていただきます。

M J 友の会
法人会員のご案内
都城市総合文化ホールの友の会組織には、個人会
員の他、法人会員があります。
法人会員は、都城の芸術文化の発展のため、ご賛
同いただいている企業の皆様です。
MＪハーモニーでは、市民の皆様に、地元のため
に頑張っていらっしゃる企業を知ってもらうため、
毎号、会員企業の広告を掲載しています。
※法人会員には、 協賛額に応じて、 メセナ会員 ・ 法人会員
の２種類があります。 下記特典の内容が変わります。

法人会員には、下記の特典を
ご用意しております。
●チケット先行販売

自主事業のチケットを、一般発売に先がけて、お買い求め
いただけます。

●招待券プレゼント

MＪ主催の公演にご招待します。枚数は、会員種類によって
変わりますので、お問い合わせ下さい。

●大型ビジョン等でのCM広告

ホール創作練習棟の屋外大型ビジョン等で、企業のCMを
放送します。
（動画・静止画可）

●チケットデリバリー

ご予約いただいたチケットについては、１枚から、会社まで
お持ちします。

●ハーモニー広告掲載

右のような形で、毎号、数社ずつ掲載します。
（会員種類に
よって広告のサイズが異なります）
※法人会員についての詳細は、 財団までお問い合わせ下さい。

至宮崎 ↑
都城I.C

↑ 至宮崎

第２駐車場

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。

市営都城駅北駐車場
都城駅

駐 車 場

269
●ガスト

元気湯●

●松石酒店

ホテルウィング
インターナショナル都城●
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ロイヤルホテル●
神柱公園

第1駐車場
都城市総合文化ホール

↓至鹿児島

第1

169台

第2

158台

都城駅北

約80台

神柱公園

約100台

●イオンモール
MiELL都城駅前

●UMKスイミング

収容台数

至三股→

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。
サービス券対応
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 医療法人明和会 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 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

自主発行機関誌「MJハーモニー」

第18号 平成21年7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/
印刷／株式会社 文昌堂 都城市東町 18 街区 1 号 TEL 0986-22-1121 FAX 0986-25-6408

event schedule
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イ ベ ント ス ケ ジュー ル

※ここに記載されている情報
は6月1日㈪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。
※
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。
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。）
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都城ときめき大学
講演会

森山直太朗コンサートツアー2009
「どこまで細部になれるだろう」

梅沢武生劇団・
梅沢富美男・前川清 夢舞台

●日時／7月10日㈮ 19：00
●料金／6,000円 ●会場／大ホール
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

●日時／7月14日㈫ 昼の部・14：00 夜の部・18：00
●料金／SS席8,000円・S席7,500円
●会場／大ホール
●お問い合わせ先
ソワード株式会社 ☎099-223-8005

コスミックバレエ
ファンタジー

♪歌の花束を、あなたに。
〜ジョイント・コンサート2009〜

●日時／7月19日㈰ 16:00
●料金／1,000円 ●会場／大ホール
●お問い合わせ先
コスミックバレエスタジオ
☎0986-25-9601

●日時／7月19日㈰ 13:00
●料金／一般1,000円 高校生以下500円
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
コーロ・メルヘン ☎090-2504-5858（田口）
☎0986-58-2399（菊村）

第１回都城泉ヶ丘高等学校
に新設する県立中学校説明会

エンジェルス・バレエ
サマーコンサート

子供のための
シェイクスピア
「マクベス」

●日時／8月1日㈯ 午前の部・10：00 午後の部・13：00
●会場／中ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
新設県立中学校開設準備委員会
☎0986-46-3603

●日時／8月2日㈰ 14：00
●料金／無料 ●会場／大ホール
●お問い合わせ先
エンジェルスバレエアカデミー
☎0986-22-2284

●日時／8月4日㈫ 19:00
●料金／大人券3,500円 学生券2,000円（各種割引有）
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団 ☎0986-23-7140

平成21年度都城市戦没者・
空襲犠牲者合同追悼式

都城ときめき大学
講演会

第19回グレンツェン
ピアノコンクール予選

●日時／8月6日㈭ 9:58
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市福祉課 ☎0986-23-2980

●日時／8月7日㈮ 18：25
●会場／大ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城ときめき大学 ☎0986-21-2112

●日時／8月9日㈰ 10:30
●料金／ 無料
●会場／大ホール
●お問い合わせ先
グレンツェンピアノ研究会 ☎0995-22-4158

夏休みふれあい
映画祭

平成21年度都城市民生委員
児童委員協議会合同研修会

第３回
あかりの会

●日時／8月11日㈫ 14:00
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市生涯学習課 ☎0986-23-9545

●日時／8月21日㈮ 14:00
●料金／関係者
●会場／中ホール
●お問い合わせ先
都城市福祉課 ☎0986-23-2980

●日時／7月6日㈪ 18：25
●会場／大ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城ときめき大学 ☎0986-21-2112

MARUOKA presents音楽の贈り物

「ピーターパンとウェンディ」ミュージカル
●日時／7月18日㈯ 13:30
●会場／中ホール ●料金／招待券
●お問い合わせ先
有限会社シー・アイ企画
☎0986-22-7356

都城市民劇場第66回例会
青年座「赤シャツ」
●日時／7月20日㈪（祝） 18:30
●会場／大ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城市民劇場 ☎0986-21-8082

8

August

古典舞踊
夏のおどり
●日時／8月30日㈰ 11:00
●会場／大ホール
●料金／2,000円
●お問い合わせ先
紅俊会 ☎0986-26-7920

●日時／8月23日㈰ 12:30
●料金／1,000円
●会場／大ホール
●お問い合わせ先
あかりの会 ☎0986-39-6191

「タケ坊・淳子の
ウン知育セミナー・in都城」
●日時／8月30日㈰ 12:00
●会場／中ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
MRT宮崎放送統括推進部
☎0985-27-6619
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