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B E G I N

BEGIN コンサート 2009　都城公演

来年、デビュー 2 0 周 年。
変わらぬ、手づくりの音楽。

1

Concert Data
日時／2009年９月７日㈪
開場／17：45　開演18：30 
会場／都城市総合文化ホール　大ホール「きりしま」
料金／全席指定　5,500円

The
DOOR

Vol.2

〜MJへの扉〜



B E G I N
BEGIN（ビギン）は、沖縄県石垣島出身で幼なじみの、比嘉栄昇（ボーカル ）、島袋優（ギター ）上地等（ピアノ）の3人からな

るアコースティックバンドです。なんと結成当初はハードロックを演奏していたそうですが、のちに現在のようなブルース調の

楽曲を作るようになったそうです。

転機は1989年にTBS系オーディション番組『平成名物TVいかす!!バンド天国』（イカ天）に出場したことで、名曲「恋しくて」

を演奏し審査員全員が絶賛、さらに視聴者からも絶大な支持を受け、その後2代目グランドイカ天キングを勝ち取り、1990年

3月21日に「恋しくて」でメジャーデビューを果たしました。

この曲は日産自動車のコマーシャルソングにも採用され、オリコン3位を記録しました。

その後、「イカ天」からデビューしたバンドが次々と解散する中、メンバーチェンジも無く活動を続け、安定した人気を保って

現在に至っています。

ライブ活動も精力的に行っており、ツアーはもちろん、2001年からは沖縄慰霊の日の翌日を「うたの日」として『うたの日コン

サート』（2007年より『うたの日カーニバル』）を開催したり、2005年には、デビュー15周年を記念し、初めての日本武道館お

よび大阪城ホールにて記念コンサートを開催するなどもしています。

また、積極的にCDリリースもしており、これまでにシングル35作品、アルバム27作品をリリース。「恋しくて」、「涙そうそう」、

「島人ぬ宝」「笑顔のまんま」といったヒット曲のほかにも沖縄を描いた曲も数多く制作し、沖縄への愛を曲に託しています。ま

た、日本で3番目に題名の長い曲といわれている「それでも暮らしは続くから 全てを 今 忘れてしまう為には 全てを 今 知ってい

る事が条件で 僕にはとても無理だから 一つずつ忘れて行く為に 愛する人達と手を取り 分けあって せめて思い出さないように 

暮らしを続けて行くのです」も発表していますが、曲名が長い割に歌詞はたった3行しかないという面白い作品でもあります。

その他、誰でも簡単に弾ける楽器をという思いから、ギターと沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）を融合させたようなオ

リジナルの弦楽器を作成。「一五一会」（いちごいちえ）と名付けられたこの楽器を使って、セルフカヴァー、洋楽、スタンダー

ドなど収めたアルバム『一五一会』シリーズも発表しました。

COM ING　SOON !!

BEGIN
コンサート 2009

都城公演
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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／MJチケット予約専用番号：0986-23-7190 　K&Mコーポレーション／099-223-7710 
ローソンチケット／0570-084-008（音声）0570-000-777（オペレーター）Ｌ コード ： 82189 
チケットぴあ／0570-02-9966（音声）0570-02-9999（オペレーター）Ｐ コード ： 323－810 
イープラス http://eplus.jp ファミリーマート、サンクス　山形屋プレイガイド、十字屋CROSS 

＜チケットに関するご注意＞
＊予約・購入後の変更は、一切できませんのでご了承下さい。
＊紛失・破損・盗難等、いかなる場合でも再発行はいたしませんので大切に保管してください。 
＊未就学児膝上１名まで入場可。（座席が必要な場合はチケットが必要です）

BEGINオフィシャルサイト　http://www.begin1990.com/

The
DOOR

Vol.2

〜MJへの扉〜
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Kotaro Oshio
MJ特集STAGE

Concert Data
日時／2009年９月23日（水・祝）
開場／17：00　開演17：30 
会場／都城市総合文化ホール　中ホール「あさぎり」 
料金／全席指定　5,000円
※MJ友の会会員1会員につき1枚のみ500円割引
※当日500円高（予定）

CONCERT TOUR 2009「Eternal Chain」

十指が織りなす、
永遠の絆（きずな）。

押尾コータロー
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MJ特集STAGE

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／MJチケット予約専用番号：0986-23-7190 
ローソンチケット ／0570-084-008（音声）
　　　　　　　　　0570-000-777（オペレーター）Ｌ コード ： ８３７９６ 
チケットぴあ  ／0570-02-9966（音声）
　　　　　　　0570-02-9999（オペレーター）Ｐ コード ： ３２９－６９８ 

＜チケットに関するご注意＞
＊予約・購入後の変更は、一切できませんのでご了承下さい。
＊紛失・破損・盗難等、いかなる場合でも再発行はいたしませんので大切に保管してください。 
＊４歳以下入場不可　託児をご用意しておりますので、直接お問い合わせ下さい。

「Eternal Chain」
押尾コータロー
SECL-798／¥3,059(税込） 好評発売中

Ｑ　今回は何本ぐらいギターを使いますか？
Ａ　そうですね。だいたいステージでは、1公演で１０本ぐ
らいかな。
Ｑ　ツアーのリハーサルはどれくらいされるんですか？
Ａ　ゲネプロと呼ばれる全体リハーサルは2回やります。
セットも入れ込んで、演奏、音響、照明との共演や全体の
流れをチェックします。それとは別に僕ひとりのリハーサ
ルは、時間が許す限り弾き込みます。
　
Ｑ　曲作りってどんなときにしますか？
Ａ　「今日は作曲！」という感じでスタジオに入って作るこ
ともあるし、何気なく、ずっと頭の中でメロディーが回って
いるときもあります。
Ｑ　押尾さんにとってギターの魅力とは？
Ａ　まずフォークギターの音が好き。どこにでも連れてい
けて、すぐにポロンと弾けること。　
Ｑ　レコーディングでのこだわりはありますか？
Ａ　最近は特に、レコーディングだからこそ出来る事をや
りたいと思っています。ギターだけで音楽を表現すること
の可能性をもっと広げていきたいから。ライブではギター
1本ですが、別ものと思って取り組んでいます。
Ｑ　ライブでの楽しみはありますか？
Ａ　観客のみなさんと会えること。笑顔を見られること。

ニューアルバムについて
Ｑ　アルバムのコンセプトは？
Ａ　今の僕があるのも、ファンの人たちや応援してくだ
さる皆さんがいてくれるから。そんな気持ちをこめて
「永遠の絆」をコンセプトにしました。
Ｑ　アルバムの工夫点・苦労点は？
Ａ　最近では音楽をダウンロードして簡単に買える時代
ですが、僕たちレコード世代からみると、それだけで
は、ちょっと寂しい。A面の1曲目とか、B面の2曲目と
いうような、アルバム全体の流れも大切にしたいなと
思って、短い間奏曲を挟んだり、最初から最後まで物語
がつながっているように構成しました。
Ｑ　アルバムでの新しい試みなどは？
Ａ　ライブでファンの皆さんと一緒に作る曲というイ
メージで、手拍子をいれた曲を作りました。会場ごとに
どんな感じになるか、本当に楽しみです。　
Ｑ　今回は何本くらいギターを使いましたか？
Ａ　ギターは3本で、あとはパプースというミニギター
やウクレレも使っています。「ハピネス」という曲で
使った、スティングミニというギターの音色もとてもか
わいくて気に入っています。　

今回のコンサートツアーについて
Ｑ　ツアーの見所は？
Ａ　今回もギター1本でのライブです。ステージで演奏
するのは僕ひとりだけど音響や照明スタッフとのチーム
ワークを見てほしいですね。「Eternal Chain」の曲を
中心に、ゆったりと楽しんでもらえるライブにしたいと
思っています。全国25ヵ所、29公演がんばります。
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work
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ＭＪでは、子どもから大人まで様々なワークショップ（体験型講座）を実施していますが、今回御案内するのは、大

人のリフレッシュ講座“劇的サプリ”より「かみもと千春の、うたのレッスン。」

２時間の講座で、前半はストレッチや腹式呼吸など、声が出る仕組みを教わります。後半はいくつかの唱歌の中

から好きな１曲を選び、実際に１人ずつ唄う個人レッスン。個人レッスンでは、まずその人の唄声を聞いてから

音の高さなどをアドバイス、思い描いた情景などを訊きだして気の持ち方なども導いてもらえます。みるみるう

ちに声が変わっていく様を見ていると、まさにその人がリフレッシュして元気になる瞬間に立ち会っている気

がします。

今年２月にはテレビ番組「窓をあけて九州」で特集され、かみもとさん自身も自分の声に悩みを持っていたこと

などをお話されていました。“技術ではなく、一人一人の心と向き合う「うたのレッスン」。声を出すことが楽しく

なる。”そんなリフレッシュ講座を受けてみませんか？

ＭＪホールでは、自主事業チケットの他にもいろん

なチケットを扱っております。（※右ページ参照）電

話予約の出来ない会員割引対象外チケットではあ

りますが、指定席の場合は自分の好きな席が選べま

す。前のお席が空いていることもありますよ！！この

秋、いろんなコンサートが目白押しですので、ぜひご

利用下さい！！

預かりチケット案内

かみもと千春の、
うたのレッスン。

声を出すことが楽しくなるリフレッシュ講座

～かみもと千春さんのブログより～
私の周りには、他の人たちに聴かせたい歌声を
持った人たちがたくさんいる。「いい唄声」は、
必ず生きる力になる。だから「いい唄い人」が増
えるほどに、楽しい日々になると思うのです。

●９月５日㈯14:00～16:00

●９月26日㈯14:00～16:00（いずれの回も内容は同じ）

●対　　　象／高校生以上

●参　加　料／1,000円

●定　　　員／５名（応募多数の場合は抽選）

●申込み締切／各講座日の１週間前まで

　　　　　　　（定員に達しなかった場合は先着順で受付ます）

●申込み方法／①E-mail➡mjhall@0986.jp

　　　　　　　②FAX➡0986‐23‐7143

　　　　　　　③郵便➡〒885‐0024都城市北原町1106‐100

　　　　　　　④来館して申込み用紙に記入

●申込み時にお知らせいただくこと

　　　　　　　①講座名と希望する日にち

　　　　　　　②参加者の名前、年齢

　　　　　　　③抽選結果の連絡先として、E-mail、FAX、

　　　　　　　　電話番号のいずれか

自分の

好きな席が

選べるかも
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※ここに記載されている情報

は9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。）

イベントスケジュール

BEGIN 
コンサート 2009
●日時／9月7日㈪　18：30
●料金／全席指定5,500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

都泉祭
●日時／9月4日㈮　9：15
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校
　☎0986-23-0223

盆地の音楽家シリーズ ９
●日時／10月9日㈮　19：00
●料金／1,000円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城音楽協会
　☎090-2504-5858（田口）

市民と自衛隊の集い
●日時／10月17日㈯　18:00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城駐屯地広報室
　☎0986-23-3944　（内線218　228）

第40回
都城高齢者クラブ大会
●日時／10月20日㈫　13：00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市高齢者クラブ連合会　☎0986-24-9700

大江裕 初ライブコンサート
●日時／10月27日㈫　18：00
●料金／全席指定3,800円
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　カルチャークラブ西日本　☎099-220-3069

アグリフェスティバル
（文化の部）

●日時／10月29日㈭・10月30日㈮　12：45
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県立都城農業高等学校
　☎0986-22-4280

Teacher’s Gala
Concert 2009
●日時／10月25日㈰　14：00
●料金／無料　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県高等学校教育研究会　音楽部会
　☎0985-22-5191

都城泉ヶ丘高校
創立110周年記念行事
●日時／10月24日㈯　10：00
●料金／関係者　●会場／大ホール
●お問い合わせ先
　宮崎県立都城泉ケ丘高等学校
　☎0986-23-0223　

劇団三喜 神無月公演
●日時／10月18日㈰　12:40
●料金／1,000円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　ＮＰＯ法人劇団三喜
　☎0986-22-3208

思いやり交流プラザ2009
●日時／10月11日㈰　10：00
●料金／無料　●会場／大・中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市　生涯学習課
　☎0986-23-9545

都城ときめき大学
講演会
●日時／9月26日㈯　18：25
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城ときめき大学　☎0986-21-2112

都城ときめき大学
講演会
●日時／10月15日㈭　18：25
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城ときめき大学　☎0986-21-2112

第31回宮崎県高等学校
総合文化祭日本音楽部会
●日時／9月29日㈫　10：00
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県高等学校文化連盟
　日本音楽専門部　☎0986-23-0223

プリンセス天功
JAPAN TOUR '09-'10
●日時／10月1日㈭　昼の部・14:30 夜の部・18:30
●料金／S席5,500円・A席4,500円
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　ケーウエスト　☎092-714-2027

ジェイク・シマブクロ
JAPAN TOUR 2009
●日時／10月8日㈭　19:00
●料金／全席指定6,500円・学生席4,500円
●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　ＧＡＫＵＯＮユニティフェイス　☎0985-20-7111

ドキュメンタリー映画
「君はノーサイドの笛を聞いたか」上映会
●日時／10月9日㈮　19:30
●料金／999円
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　九州ラグビーフットボール協会　☎092-715-8172

第17回
都城緩和ケア研究会
●日時／9月26日㈯　13：00
●料金／500円　●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城緩和ケア研究会　☎0986-22-0230

都城市民劇場第67回例会　
俳優座「リビエールの夏の祭り」
●日時／9月8日㈫　18：30
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市民劇場　☎0986-21-8082

都城市民劇場第68回例会　
劇団東演「どん底」
●日時／10月4日㈰　18：30
●料金／会員　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市民劇場　☎0986-21-8082

葵碧祭
●日時／9月5日㈯　8:40
●料金／無料　●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　宮崎県立都城西高等学校
　☎0986-23-1904

都城芸術芸能祭
●日時／9月27日㈰　11:00
●料金／1,000円
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　芽桜　寿千代　☎0986-39-3915

世界アルツハイマーデー記念
「認知症の人の声を聞く講演会」

●日時／9月12日㈯　13:00
●料金／無料
●会場／中ホール　
●お問い合わせ先
　都城市　介護保険課　☎0986-23-3184

都城市合同金婚式
●日時／10月9日㈮　10:00
●料金／関係者
●会場／大ホール　
●お問い合わせ先
　都城市　福祉課　☎0986-23-3102

押尾コータロー
コンサートツアー2009
●日時／9月23日㈬　17：30
●料金／全席指定5,000円　●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

葉加瀬太郎
コンサートツアー2009
●日時／10月19日㈪　19:00
●料金／6,500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

吉本新喜劇
50周年全国ツアー
●日時／10月3日㈯　昼の部14:00・夜の部18:00
●料金／全席指定4,500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

10 October

9 September
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↑ 至宮崎至宮崎↑
都城I.C

至三股→

第２駐車場 市営都城駅北駐車場

第1駐車場

都城市総合文化ホール

●松石酒店

●UMKスイミング

●ガスト 元気湯●

ホテルウィング　
インターナショナル都城●

ロイヤルホテル●
神柱公園

↓至鹿児島

都城駅

269
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●イオンモール
　MiELL都城駅前

＜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

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

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。

＜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

第19号　平成21年9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

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2 158台

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）

自主発行機関誌「MJハーモニー」自主発行機関誌「MJハーモニー」

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。

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。

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。

＊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。＊法人会員のご紹介

 

パソコン、インターネットの
ことならおまかせ下さい

都城市花繰町20-8ケイディビル３階　℡．0986-26-2222

MJ 友の会MJ 友の会


