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音色の階段で、2011 へ。

〜MJへの扉〜 The DOOR Vol.10

東京混声合唱団 都城特別演奏会
特集MJ STAGE!

小山 実稚恵

＆都響メンバーによる室内楽コンサート
都城市総合文化ホール自主発行機関誌［MJ ハーモニー］発行／財団法人 都城市文化振興財団

〜MJへの扉〜

The
DOOR
Vol.10

東京混声合唱団 都城特別演奏会

地元合唱団との夢の共演に期待！
日本を代表する合唱団、東京混声合唱団の公演まであと
２ヵ月。東京混声合唱団は、
この21世紀を
「交流の世紀」
と
し、各地の合唱団との交流に力を入れています。今回、地元
合唱団と共演する事になった「蜜蜂と鯨たちに捧げる譚
詩」は、既に全国24ヶ所を数え、各地で好評を得ている作
品で、宮崎では初演となります。
『譚詩（オード）』
とは、崇高
な主題を、呼びかける形式で歌う自由形式の叙情詩のこ
と。人間同士、そして人間とこの世に生きる全ての生物た
ちとの共存への祈りが込められた壮大な作品です。
また、各地の合唱団と共演するために二群編成の混声
合唱曲となっており、東混と地元合唱団、二つの合唱団の
掛け合いで歌われるというのが特徴です。単に一緒に歌う
だけではないところがこの作品の魅力なのです。
しかも、か
なりの難曲。ですから、参加者の皆さんも必死です。
「中途
半端な気持ちではできません。」
「とても難しい曲なので、
出来上がっていくたびに感動します。」
と、モチベーション
も高い様です。
是非、地元合唱団の活躍にもご注目下さい！
Concert Data
日時／2011年3月5日（土） 開演／15：00（開場14：30）
会場／都城市総合文化ホール 大ホール
料金／全席指定 大人券2,000円 学生券（小〜大学生）1,000円 ＊好評発売中
※未就学児入場不可 ※託児サービス有。直接お問い合わせ下さい（有料）。
※ＭＪ友の会割引なし ※当日500円高
プレイガイド
■ＭＪチケットカウンター
窓口受付時間9：00〜19：00（水曜休館）
予約専用番号（0986）23-7190
■ローソンチケット 0570-084-008【Lコード：85601】
■チケットぴあ 0570‑02‑9999【Pコード：126 ‑ 128】
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指揮者／大谷研二

ピアノ／斎木ユリ

尺八／関一郎

共演

都城音楽協会プロジェクト合唱団「あさぎり」
（合唱指導：菊村隆史）
東京混声合唱団プロフィール
1956年、東京芸術大学声楽科の卒業生により創設さ
れた日本を代表するプロ合唱団。コンサートの開催を
演奏活動の中心に置き、広範な分野の合唱作品の開拓
と普及に取り組んでいる。

小山実稚恵＆都響メンバーによる室内楽コンサート

円熟のショパンをしっとりと︒

特集 MJ
STAGE

昨年、デビュー25周年を迎えた小山実稚恵は人気・実力ともに日本を代表するピアニスト。1982年
チャイコフスキー国際コンクール第3位、1985年ショパン国際ピアノコンクール第4位と、二大国際コ
ンクールに入賞した唯一人の日本人です。
ショパン生誕200年にあたる2010年10月には、第16回
ショパン国際ピアノコンクールの審査員を務めるなど今後の活躍にますます目が離せません。今回の
公演では、東京都交響楽団室内楽メンバー５名も加わり、バラエティに富んだプログラムとなっており
ます。
ショパン好きにも弦楽好きにも気軽に楽しんでもらえることでしょう。

ⒸKazuo

Matsuura

＜演目＞
シ ョ パ ン：ワルツ第10番 ロ短調 作品69-2
ノクターン第20番 嬰ハ短調「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」
ワルツ第2番 変イ長調 作品34−1「華麗なる円舞曲」

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18-2「挨拶」
ロ ッ シ ー ニ：弦楽のためのソナタ 第3番 ハ長調
シ ュ ー ベ ル ト：ピアノ五重奏曲 イ長調 作品114 D.667「ます」
※プログラムは予告なく変更する場合があります。

＜出演＞
ピアノ／小山実稚恵
ヴァイオリン／吉岡麻貴子、横山和加子 ヴィオラ／小林明子
チェロ／長谷部一郎 コントラバス／佐野央子
Concert Data
日時／2011年2月5日（土） 開演／18：00（開場17：30）
会場／都城市総合文化ホール 中ホール
料金／全席指定 一般3,000円 学生（小〜大学生）1,500円 ＊好評発売中
※未就学児入場不可 ※託児サービス有。直接お問い合わせ下さい（有料）。
※ＭＪ友の会割引あり
（学生のぞく） ※当日500円高
プレイガイド
■ＭＪチケットカウンター 窓口受付時間9：00〜19：00（水曜休館） 予約専用番号（0986）23-7190
■ローソンチケット 0570-084-008【Lコード：85154】 ■チケットぴあ 0570‑02‑9999【Pコード：124 ‑ 050】

2011年1月15日㈯

国本武春

三味線弾き語り ●会場／中ホール
●開演／15：00

「伝統の話芸を磨き、現代のビートを重ねる！」時代を変える浪曲師・国本武春。
ロックで昔話を語り、三味線一つで世界旅行。浪曲のイメージが一新されます。
Ｄａ
ｔ
ａ
チケット好評発売中/全席指定席 大人2,500円 学生（小〜大学生） 1,000円
（※プレミアチケットは前売りのみ。学生券との組み合わせ可。但し、大人券が5枚以上に限ります）。
プレミアチケットがお得です！10枚の料金で11枚買えます。
※未就学児入場不可 ※託児室サービス有。直接お問合せ下さい（有料）。※当日券500円高
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i「まちに物語の種を植えたい」
劇作家による地域のにぎわい作り

都城圏域では、財団や三股町が戯曲講座
を開催してきたことで、劇作家が多く存在し
ますが発表の場は少ないままです。また、自分
ではない誰かを演じてみたいけど、劇団に入る
のは負担が大きいという人たちもいます。２つ
のニーズを合致させるこの企画を人が集まり
やすそうな場所ならどこでも上演し、地域の
賑わい作りにも貢献したいそうです。
廣畑明美さん
2008年に財団主催の戯曲（演劇の脚本）
講座を受講し、今では都城ミュージカル
クラブに新作を書き下ろし、豊かな
物語性が多くの観客を魅了し
ています。

「光のかまくらカフェ」
様々なジャンルのアーティストとその鑑賞者を
交流させる場の提供
普段は活動のフィールドが異なり、ふれ合うこ
とがない、美術、音楽、パフォーマンス、さらには
手芸などの生活文化や文芸など、様々な文化
活動をしている方々と、その鑑賞を楽しむ人が
交流できる場を作れないかと考えています。コー
ヒーを飲みながら、または作品を発表（鑑賞）し
ながら、語り合うことができる“カフェ”的空間
を目指すそうで、次に繋がる何かが生まれる
と期待できます。
早川直己さん
昨夏、ホールの外壁に巨大な銀河鉄道の車
窓風景を映し出して話題となった、
新進美術家。
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支援を受け、実
落語会「東へ西へ」など）と財団
のシエイクスピア」や

（華のん企画代表/「子供のため

ロデューサー養成講座
アートプ～企
画から実施ま
で～

今回、様々な分野の4人の企画者がそれぞれアイデアを出
し、プロデューサーとして地域に根づいた
文化イベントを実現させていきます。これ
からの都城を真剣に考え、
文化で街や人を元気にし
たい心意気溢れる楽しい
企画が満載です。いつもと違
新しい創造や表現
う日常に飛び込み
に出会ってみません
か？では4人のプロデ
ューサーをご紹介し
ます

MJ発
信
アイ4つの
デア

※全ての企画について、日程や会場、企画の詳細は決まり次第、
都城市総合文化ホールホームページなどで発表します。
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「文化の地産地消」
地域の文化を楽しめるステージ
「文化の地産地消」を謳い、都城地域
を中心として、演劇や演芸、音楽を発信
している方々（地域文化の生産者）と、こ
こで生活している皆さん（地域文化の消費
者）との架け橋となる会を開こうとしていま
す。地域文化を楽しむお客様が増えることと
同時に、新たな創造者との出会いにも期待
する大浦さんです。
大浦太輔さん
2008年に財団主催の戯曲講座を受講。柱大
輔の名でアマチュア落語家としても活躍中。
都城でも福祉施設などを慰問し、多くの
人に笑いを提供しています。
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「大人が楽しむ朗読劇
～宮沢賢治をよんでみよう」
シニア世代を対象にした参加型朗読劇
50代以上のシニア世代の方々はチャレンジ
精神が旺盛な人が多く、また人生経験の豊
かさが若い人には出せない表現力を生むの
で、どんどん演劇に挑戦して欲しいとのこと。
稽古は短期間とし、台本を手に持って読む
朗読スタイルにすることで心身の負担を軽
減。成果発表は出来れば高齢者福祉施
設などを慰問して行いたいとのことです。
上田政子さん
都城に稽古場を構える劇団こふく劇場は、作
品が高く評価され、各地の演劇祭などに招
聘されている劇団です。そんな劇団を、
裏方の制作スタッフとして
支えています。
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outreach
outreach Report1
Report1

こふく劇場

アウトリーチ

◆１１月１７日（水）都城市立安久小学校
◆１１月１８日（木）都城市立石山小学校
今年２０周年を迎えた劇団こふく劇場さんによる小学校出張
公演（アウトリーチ）が行われました。体育館の真ん中にステー
ジを作り、周りを観客の児童たちが取り囲むというスタイルの
公演。演目は「カチカチリンカリンカ」、ある地方の田舎の駅が
無人駅になってしまうその日に起きた出来事のお話。
個性的なキャラクターがいろんな場所から次々に登場し、後
ろから声が聞こえてびっくりするような場面もありました。
音響の効果も加わり、遠くに電車の走る音や虫の鳴く声など
を聞いては「どこにいるの？どこから来るの？」というような顔
で周りを見渡していました。劇中に子どもたちが舞台に上がって
ダンスをする場面もあり、観るだけでではなく自分たちで体感し
て楽しんでいました。子どもたちみんな休む間もなく劇に釘付け
でした。子どもたちの熱心の眼差しに、劇団の方々も満足そうで
した。都城市での出張公演は今回が初めて。今後もいろいろな
学校での公演を考えているとのこと。

outreach
outreach Report2
Report2

PPP

アウトリーチ

◆１１月３０日（火）〜１２月２日（木）市内小中学校（全6校）
こち ら は 、P P P に よる 打 楽 器 演 奏 の ア ウトリ ー チ。
Percussion Performance Players（パーカッションパフォーマ
ンスプレーヤーズ）を略してPPP(ピーピーピー)！打楽器研究の
権威、洗足学園音楽大学の出身者により結成されたパーカッ
ション・パフォーマンスグループです。音楽の授業では見ること
のできない楽器に児童のみんな興味深々。楽しげに太鼓を叩く
パフォーマーの皆さんにつられ、児童みんな笑顔で手拍子を
送っていました。また、PPPの皆さんのアクロバットな技が出る
たびに、歓声が上がりました。体育館中に響く音は大迫力！
自分の体を打楽器にして演奏に参加する場面もあり、会場は一
体になり体育館自体がひとつの大きな打楽器になったように感
じました。
鑑賞を終えた児童たちは「おもしろかった！太鼓をたたきたく
なった！」
「すごいテクニックを目の前で見れて感動した。」な
ど、パーカッションの世界に興味がわいてきたようです。
この体験を機に、都城から世界に羽ばたくパーカッショニス
トが現れるかもしれませんね。
※H22年度小中学校アウトリーチ事業（都城市受託事業）
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アート
ストリート
2010
in MJ
毎年恒例の都城ときわ通り会
（ときわ通り商店街）
とM・A・P
によるアートストリートが昨年１１月１４日〜２８日に開催さ
れました。
こちらの活動は、97年春より、一般市民の手で市
街地を舞台に美術作品を展開する試みです。
ときわ通り商店
街と地元在住の美術教諭などから成るグループ
『Ｍ･Ａ･Ｐ』
が
手を組んで出品者を公募・実現した企画で、子供から大人を
はじめ、日頃美術に親しんでいる人から何か挑戦したいと
思っている人まで多くの人が店舗内やその外壁、
舗道などに
作品を設置します。第１４回を数える今回は、MJホールを主
会場とし
「ヒカリとカゲ」
をテーマに様々なアートが展示され
賑わいを見せていました。

ときわドラゴン
総合文化ホール駐車場に２体のときわドラゴンが出現。ドラゴンの目に
注目！目を合わせたまま通り過ぎようとすると、ドラゴンの目が追いか
けてくるように見えるトリックアートです。

ベニヤアート
総合文化ホール第一駐車場の周囲に、保育園、幼稚園の児童の作品か
ら地元アーティストの作品まで「ヒカリとカゲ」をテーマに創造性豊か
な作品が並びました。
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落書き？
総合文化ホール正面入口から見える変な模様。赤、青、黄色のテープ
で張られた落書きのようにも見えますが・・・・
アートモール階段を下りてみると・・・なんと、巨大なMJマークが！

エイムズの部屋
外から見ると台形の形の部屋ですが、中に入っている人をのぞき窓から
覗いてみると…あれ？同じ部屋にいるのに右と左にいる人の背の大き
さが違って見えます。これは遠近法を使ったトリックアートです。

ワークショップ
「プラ板アート教室」
「クロッキー教室」
１１月２１日（日）にはワークショップ「プラ板アート教室」
「クロッキー
教室」も開催されました。プラスチック板に絵を描いてオーブンでチ
ン！あっという間に、手作りキーホルダーができました。

ART STREET 2010 IN MJ

9個の
Question

都城市総合文化ホールを訪れた人からの声を聞いている、
MJみんなの声。
今回も、いろんな活動をしている人、
団体に
「声」
を頂いてみました。
今後も、
まだまだ素敵な
活動をされている人々にインタビューしていこうと思いますのでお楽しみに！

①お名前

②年齢

③お住まい

④職業

⑤ご来館理由

⑥ホールの第一印象

⑦MJ ホールの好きなところ

⑧好きな音楽

⑨ひとこと

①宮銀都城北支店さん②22~24 歳③北原町④銀行員⑤余
興の練習⑥きれい！⑦イベントが多い！⑧AKB48⑨きばっど 都城！

①南洲太鼓保存会さん③庄内町⑤伝承活動のため、子供達に太鼓指導⑥とてもすばらしいです。⑦
中ホールがとてもいいと思います。⑧和太鼓⑨南洲太鼓保存会には大人15名、子供35名ほどおります。
その中で子供達に伝承活動で指導をしておりますが、この度、日本太鼓ジュニアコンクール宮崎県大会
においてみごと入賞することができ、九州大会に出場することができました。27周年になります。くわしく
は、南洲太鼓のホームページでご覧下さい。（http://homepage2.nifty.com/nansyudaiko/）会長 河野謙二

MJ スタッフのお仕事紹介
MJホールではたくさんのスタッフが働いてい
ます。今回はその中から舞台担当の堀川さん
にお話を伺いました。

―特に気をつけている点はなんでしょうか。
「舞台進行はもちろん、やはり安全についてです。出演
されている方が機材等でケガをされないように、細心
の注意を払っています。客席から見ると意外に思われ
るかもしれませんが、舞台上は見た目よりも危険な事
が多いんです。」
―ありがとうございました。最後に何かメッセージを
お願いします。
「主役を支える裏方として頑張っています！もし舞台上で
お会いすることがあれば、
気軽に声をかけてください。
」
お話を伺って、ホールや、舞台を利用される方々への
真摯な姿勢が印象に残りました。お忙しい中、気さく
にインタビューに応じてくださった堀川さん。本当に
ありがとうございました！

―「舞台担当」
というのは、
どのようなお仕事なのでし
ょうか。
「ひとことで言うのはとても難しいのですが、舞台上
で行われているさまざまな作業の総合監督みたいな
ものです。舞台進行のために、常に舞台上にいます。開
演・終演時の緞帳の操作なども私がしています。」
「仕事の流れとしては、
まず主催者さんと催事内容に
関する打合せを行います。リハーサルがある場合は、
舞台進行の確認をします。
そして、本番の際には、催事が滞りなく行われるよ
う全体調整を、安全に充分注意して進めます。」

「芸能人が来たときは、一番近くで見ることができます。
…でも、お仕事なので、
ミーハーな事はできません」
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都城地区生徒指導推進協議会

教育講演会

event

●日時／1月13日㈭ 14:00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市立庄内小学校
☎0986-37-0525

●日時／2月6日㈰ 12:40
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市ＰＴＡ連絡協議会事務局
☎0986-24-5312

●日時／2月5日㈯ 18:00 ●会場／中ホール
●料金／大人 3,000円・学生 1,500円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

●料金／500円
●お問い合わせ先
宮崎県吹奏楽連盟都北支部
☎0986-58-2303

平成22年度
民生委員・児童委員
ブロック別研修会

マーキュリーME
冬コンサート
●日時／2月11日㈮ 未定
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
マーキュリー幼児園
☎0986-26-0405

東北楽天ゴールデンイーグルス名誉監督

みちのり

芸能生活50周年記念〜道程〜

●日時／2月11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

橋 幸夫
スペシャル・オンステージ

新春演歌祭り
田川寿美
新曲キャンペーン

第46回
都城市民音楽祭

●日時／2月12日㈯ 19:00 ●会場／大ホール
●料金／A席 6,000円・B席 5,000円
●お問い合わせ先
ＭＩＮ-ＯＮ宮崎 ☎0985-27-8941

●日時／2月20日㈰ 13:30
●会場／大ホール
●料金／500円
●お問い合わせ先
都城音楽協会
☎090-2504-5858

●日時／2月19日㈯ 13:00
●会場／中ホール
●料金／3,500円
●お問い合わせ先
堺音楽事務所 ☎090-9070-5901

平成22年度都城市
自治公民館振興大会
●日時／2月25日㈮ 15:00
●会場／大ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所 コミュニティ課
☎0986-23-7146
↑ 至宮崎

第２駐車場

第14回
小山実稚恵＆都響メンバーによる スプリングコンサート
●日時／2月6日㈰ 10:00
室内楽コンサート
●会場／大ホール

●日時／2月10日㈭ 未定
●会場／中ホール ●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市役所 福祉課
☎0986-23-2980

都城ときめき大学

都城市総合文化ホールは、
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＞住友ゴム工業株式会社宮崎工場
＜法人会員＞株式会社サニー ・ シーリング
株式会社文昌堂 カヤバシステムマシナリー株式会社
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 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 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
社会福祉法人大淀福祉会わかば
至宮崎 ↑
都城I.C

February

第51回
都城市ＰＴＡ研究大会

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。）

●日時／1月30日㈰ 18:30
●会場／中ホール
●料金／会員
●お問い合わせ先
都城市民劇場
☎0986-21-8082

●日時／1月30日㈰ 14:00
●会場／大ホール
●料金／500円
●お問い合わせ先
都城工業高等専門学校（下田）
☎090-9590-2055

●日時／2月4日㈮ 10:00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
都城市教育委員会 生涯学習課
☎0986-23-9545

※
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。

都城市民劇場第76回例会

「炎の人 ゴッホ・小伝」

第37回定期演奏会

都城市青少年健全育成市民大会
及び都城市家庭教育振興大会

※ここに記載されている情報は12
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。

●日時／1月16日㈰ 14:00
●会場／大ホール
●料金／無料（応募招待制）
●お問い合わせ先
JASRAC広報部 ☎03-3481-2100

都城工業高等専門学校吹奏楽部

●日時／1月17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

2

国本武春三味線弾き語り 少年少女のための音楽鑑賞
●日時／1月15日㈯ 15:00
都城市公演「音楽職人が創るステージ」
●会場／中ホール
●料金／大人 2,500円・学生 1,000円
●お問い合わせ先
財団法人都城市文化振興財団
☎0986-23-7140

都城ときめき大学

イ ベン ト
ス ケ ジュー ル

schedule

e

January

野村克也 記念講演
●日時／2月18日㈮ 15:15
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
社団法人 都城法人会 青年部会
☎0986-45-0377

幼児の能力コンサート
●日時／2月20日㈰ 13:00
●会場／中ホール
●料金／無料
●お問い合わせ先
エーデルワイス幼保園
☎0986-52-5834

音楽

演劇

講演会・大会

映画

伝統芸能（落語・日舞）

ダンス

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●

10

ロイヤルホテル●
神柱公園

●イオンモール
MiELL都城駅前

●UMKスイミング
第1駐車場
都城市総合文化ホール

↓至鹿児島

自主発行機関誌「MJハーモニー」

至三股→

収容台数

第1

169台

第2

158台

都城駅北

約80台

神柱公園

約100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。
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。
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