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ウクライナ

　ウクライナは、東ヨーロッパの国で、東はロ
シア連邦、西はハンガリーやポーランド、スロ
バキア、ルーマニア、モルドバ、南は黒海、北
はベラルーシに隣接しています。歴史的・文化
的には中・東ヨーロッパの国々との関係も深く、
19 世紀より産業の中心地帯として大きな発展
を遂げ、20 世紀には幾度の戦火にのまれなが
らも周辺地域では最大の農産、軍需産業国とな
りました。
　ウクライナの地では古代より多数の遊牧民が
生活していました。1922 年にはウクライナ
社会主義共和国としてソ連に加盟しましたが、
1991 年に独立を宣言しました。
　ウクライナは、24 の州とクリミアにある１
つの自治共和国、そして２つの特別市から構成
されています。
　ウクライナの国土のほとんどは、肥沃な平原、
ステップ（草原）、高原で占められています。
ドニエプル川、ドネツ川、ドニエステル川が横
切っており、南のブーフ川とともに、黒海、ア
ゾフ海に注ぎ込んでいます。南西部にあるドナ
ウ川のデルタ地帯はルーマニアとの国境になっ
ています。
　民族構成は，全人口の 78％がウクライナ人
で、他に少数派としてはロシア人、ベラルーシ
人、モルドバ人、クリミア・タタール人、ブル
ガリア人、ハンガリー人、ルーマニア人、ポー
ランド人、ユダヤ人が暮らしています。女優の
ミラ・ジョボヴィッチもウクライナ出身です。

舞台を通した
国際交流！ 　12 月のＭＪは国際色豊か！７日は中国内

モンゴル自治区出身のリポーさんを中心とし
たモンゴルの伝統的な音楽や舞踊のステー
ジ、そして 20 日には、ウクライナの国立歌
劇場のキエフ・バレエが開催されます。
　今回の特集は、両国の簡単な情報をお伝え
します。これを読んで、それぞれの国への思
いを描いてステージを観ると、また違った気
持ちで楽しめますよ！

内モンゴル自治区

　内モンゴル自治区（内蒙古自治区）は、中華
人民共和国の北方にある自治区です。東西に長
く伸びており、東から順番に中国国内の黒龍江
省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・陝西省・
寧夏回族自治区・甘粛省と南に隣接しており、
北はモンゴル国・ロシア連邦と隣接しています。
　自治区首府はフフホト市で、最大都市はウラ
ンチャブ市です。面積は、中国国内第３位の広
さを誇っており、今でも自然豊かな大草原と広
大なゴビ砂漠が広がっています。農業・畜産業
が主要な産業ですが、鉄鋼、石炭、林業が比較
的発達しています。希土類、天然塩類の生産量
が中国一です。
　モンゴル、漢、ダフール（ダゴール）、エヴェ
ンキ、オロチョン、回、満州、朝鮮など 49 の
民族が暮らしています。
　1957 年建設されたアジア最大の競馬場はフ
フホトにあり、毎年７月に開催されるモンゴル
最大の祭り「ナーダム」の時には、モンゴル相
撲や競馬が盛大に開催され数千万の人々がここ
を訪れます。
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いっこく堂 vs THE NEWSPAPER
〜抱腹絶倒！腹話術と風刺コントの競演〜

・場 　 所／大ホール「きりしま」　　　　　　・開場／18:30　　　・開演／19:00
・入 場 料／全席指定　Ａ席／ 4,300円　 B席／ 3,800円
・チケット発売／発売中  　※未就学児童入場不可　託児あり　　　　　　　　　　    

　　本各地での公演はもちろん、ラ
スベガスでも腹話術を披露するなど、
グローバルな活動を展開する「いっこ
く堂」と、小泉元首相の風刺ものまね
をはじめとして、現代社会の幅広い、
しかも最新の話題を一ひねりも二ひ
ねりも手を加えて、面白おかしく、さ
らに「ドキッ」とする風刺を加えて芝
居仕立てで展開するユニークな集団
　『THE　NEWSPAPER』　
のジョイントライブです。
　ご存知「いっこく堂」は口の動きと
聞こえてくる声が“ずれてる”ミラ
クルヴォイスが特徴です。腹話術師
というものの、人形が無くても様々
な腹話術の技を驚きと笑いの中、舞

夏川りみ　歌さがしの旅2007〜2008
・場 　 所／大ホール「きりしま」　　　　　　・開場／18:30　　　・開演／19:00　
・入 場 料／全席指定　5,500円（当日500円高）
・チケット発売／発売中  　
※未就学児童入場可（５歳以下のお子様と入場を希望される方は、お子様を膝の上に乗せての観覧となります。）

　　在、日本のミュージックシーンには

沖縄県出身のアーティストが数多くいま

す。その中でも、伸びやかで澄んだ歌声を

持ち、圧倒的な歌唱力で、幅広い年代から

支持を受けている『夏川りみ』が都城に

やって来ます。

　82年ののど自慢大会（石垣ケーブルテ

レビ主催）の優勝を皮切りに、数々の大会で

賞を獲得。

　その後、99年にメジャーデビューを

はたし、01年には皆様ご存知の名曲

『涙そうそう』をリリース。この沖縄民

謡調のナンバーに、沖縄の美しい自然

の情景を思い起こさせるような、夏川

りみの美しい歌声が重なり合い、瞬く

間に大ヒット。現在は活動の拠点を故

郷沖縄に移し、沖縄関係のコンサート

への出演や、沖縄関係の雑誌にコラム

を掲載しています。

　天性の歌声と実力を兼ね備えた『夏

川りみ』の公演、ご家族で来られてみ

てはいかがですか！！

現

台限定で観せてくれます。
　THE　NEWSPAPER
（ニュースペーパー）は、難しい
ことを易しく、易しいことを深
く、その時々の旬なニュースを素
材にして、1本５分〜10分のコ
ントに仕上げ舞台化。表現豊かな
役者達が演じる様々な人物から、
ニュースの裏に隠された社会の
本質を笑いの中に表現します。
　また、当日はその日限りの地域
限定のコントを作ります。知って
いるようで知らない、自分の町を
再確認、再発見できるコントも披
露します。「ネタ」と「技」の競演
にご期待ください。

日
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大ホールきりしま、中ホール
あさぎりに共通しているのが
側面の壁のデザインです。ど
のホールも音響のことを考え
た凹凸のつくりになっている
のですが、ＭＪの壁面は、都
城大弓の産地ということで、
弓矢の羽の部分がデザインさ
れています。

ホール内側壁面 

ピアノ階段
大ホールきりしま内の２階席に向かう階段ですが、実はピアノの鍵盤（け
んばん）のようなデザインになっているのです。ちなみに壁にもカラーガ
ラスが仕込んであり、光が差すと虹のように光ります。館内でも特におす
すめスポットです！

エスカレーター横の真っ白なモザイク
アート。繊維のような部分があったり
大きな岩のような凹凸（おうとつ）が
あったり！「これって何だろう？」と
ちょっと目を引きます。実は、フツラ
樹脂という特殊な樹脂を使って、都城
のいろいろな名所で “ 型 ” をとってき
たものを壁にしてあるのです。

アートモールの創作練習棟側には、
ＭＪのロゴが入ったフラッグの支柱を
矢に見立てて、都城の特産品である都
城大弓（みやこのじょうだいきゅう）を
かたどったオブジェが並んでいます。

アートモールの大弓オブジェ

　都城市総合文化ホールが開館して１年経ちました。この１年の間にホールを利用された方も多い
と思います。その際、館内のこだわりに、みなさんはいくつ気付かれましたか？館内には素敵なこ
だわりの場所があるのです。次の来館の際には、ぜひ探索してみてください。

お気付きですか？〜 MJ のこだわりアート！〜

モザイクアート

都城市民会館外壁
神柱公園内沼杉の気根
龍峯寺跡（島津家墓地）
都城跡（歴史資料館内茶室）
関之尾甌穴

旧神々のふるさと湯
神柱宮参道
早水公園

サンロード千日

ハンドショット
エスカレーターの下には昔懐かしい情景がいっぱい！これらは『ハンド
ショット』という彫刻技法で、写真を元に石に絵を彫ってあるのです。都
城の風景、行事、伝統などの一場面が一枚一枚丁寧に彫られ、時代の古
い順に都城の歴史が積み重ねられています。もしかしたら「あ、この風景、
覚えてる！」なんて発見もあるかもしれません。



Ballet
バ レ エ
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　ルイ 14 世はとてもバレエを愛し、本人もバレエに出演

するほどでした。1661 年ルイ 14 世はバレエの質を上げ

ようと、パリ ･ オペラ座の前身となる王立舞踏アカデミー

を創立し、専門的な踊り手の育成が行われるようになりま

した。この頃ポジションなどが定められバレエがダンスと

して体系づけられたのです。1670 年にルイ 14 世が舞台

から引退すると、劇場で踊る職業ダンサーが誕生しました。

18 世紀に入るとオペラの一幕として演じられていたバレ

エが独立し、バレエのみで一つの演目が上演されるように

なり、現在のバレエの形態ができあがりました。

バレエの作品
　チャイコフスキー作曲の「白鳥の湖」「くるみ割り人形」

「眠れる森の美女」は三大バレエと称され、音楽だけでも有

名な作品です。それ以外にも「ジゼル」「ドン・キホーテ」「牧

神の午後」「春の祭典」「火の鳥」「カルメン」など沢山の有

名な作品があります。

バレエ団
　バレエは上演のために照明や舞台装置などの効果的使用

が欠かせません。ダンサーの育成と共に、こういった裏方

まで全てを管理・運営していくためにバレエ団が組織され

ています。有名なバレエ団をいくつか紹介します。

国立オペラ座バレエ団（フランス）[ 世界最古のバレエ団 ]

国立ボリショイ・バレエ（ロシア）

王立ロイヤル・バレエ（イギリス）

国立キエフ・バレエ（ウクライナ）

アメリカン・バレエ・シアター（アメリカ）

　日本には国際舞台でプリマ・バレリーナとして活躍して

きた森下洋子さんを中心にした松山バレエ団や東京バレエ

団などがあります。

　
12 月 20 日、ＭＪではキエフ・バレエの公演が

あります。今回の初心者講座では、公演前にバレエ
について取り上げてみようと思います。

　バレエはヨーロッパで誕生し広まった、歌やセリフがな

く、ダンスだけで表現する舞台です。当初オペラの一部と

して発達しましたが、オペラから切り離され、バレエだけで

独立した演目が披露されるようになりました。「白鳥の湖」

や「ロミオとジュリエット」など物語性をもつものや、「瀕

死の白鳥」や「ボレロ」など物語性のないものもあります。

　振付家がバレエ独特の所作・踊り方で振り付けをしています。

また、チュールを何枚も重ねて作られているチュチュとい

う女性舞踏手の衣装や、つま先で立つために作られたトウ

シューズ（女性のみが使います）など独特の衣装・小道具が

バレエの代名詞でもあります。

バレエの歴史
　バレエの歴史は大変古く、ルネッサンス期（14 〜 16 世

紀頃）のイタリアにさかのぼります。当時、貴族の館では華

やかな宴の中でバロ（Ballo）と呼ばれるダンスが生まれま

した。跳躍などはなく、床に図形を描くように歩行するダン

スです。このバロが歌やセリフも加えられた劇的なものへと

変化を遂げます。この劇的要素のある一連の舞踏会を 15 世

紀ころからバレット（Balletto）と呼ぶようになり、これが

バレエ（Ballet）の語源だと言われています。

　1533 年、フィレンチェの大富豪メディチ家の娘カテリー

ナがフランス王アンリ２世に嫁ぎました。この時カテリーナ

は料理やファッションなど様々なイタリア文化をフランスへ

持ち込んだのですが、バレエもまたこの時フランスに渡り、

その後フランスの王室でバレエが根付いていきます。



Genki 文化でつなぐ都城
「げんき」団体

〜子どもにゆとりと感動を〜　　
「みやこのじょう子ども劇場」

イッツフォーリーズ公演

「霧のむこうのふしぎな町」
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　都城で発足して 30 周年を迎えら
れる歴史ある団体で「したたる汗、
心にずしんと感じる生の舞台の魅
力、五感に響く心地よさを親子で
感じてほしい。」というコンセプト
のもと様々な子ども向けの舞台の
公演を企画・実施されています。
　今回お話を伺ったのは代表の山
下次代さん、桑原美左子さん、今
村理絵さんの３名です。

　様々な準備をボランティアでさ
れていますが、活動の中で普段の
生活ではなかなか出来ない体験を
されるとか。「子どもたちはもちろ
んお母さま方も子育ての悩み相談
をするなど、活動を通して心が元
気になります！」と活き活きとお
話をしてくださいました。

　「面白くない舞台だと集中しな
い。」ストレートに感情を表現する
子どもたちでも、全員が集中して
鑑賞しているのは２年先の公演ま
で選抜・企画されているからこそ。

　会員になるには入会金 200 円、
月会費 1,000 円が必要になります
が、「例会」と呼ばれる公演の観賞
料になるので積立金のような扱い
です。
　例会以外に、異年齢で交わる経
験を通して子どもたちに生きる力
を育んでいく参加型の自主活動な
ど盛り沢山。来たる12 月13 日に
は「霧のむこうのふしぎな町」という
ミュージカルがMJ でありますよ。
会員でない方もこれを機会に、親子
の心の交流の場を作りませんか！？
　詳しくはこちらまでお問い合わ
せ下さい。

みやこのじょう子ども劇場
都城市東町 9-25 勤労者会館隣
Tel&Fax　0986-25-6477

（火曜〜金曜日 10 時〜 16 時まで）

今回は都城市東町にある
「みやこのじょう子ども劇場」
の事務所に伺いました。

今回は都城市東町にある
「みやこのじょう子ども劇場」
の事務所に伺いました。
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11 月の催し
日（曜） 会場 行　　　　事　　　　名 開   演 料  金 主催者及びお問い合わせ先

３㈯(祝)

大 第 52 回都北吹奏楽祭 13:30 300 円 宮崎県吹奏楽連盟都北支部

中 ぼんちっ子祭り 親子キネマオンステージ 10:30
13:30

200 円 社団法人　都城法人会青年部会

4㈰
大 民踊まつり 35 周年（豊暁会） 未　定 1,000 円 日本民踊研究会（都城）豊暁会

中 第一回菊山流発表会 13:00 有　料 菊山流一之助会

5㈪ 中 　　東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ・ﾌﾞﾗｽ・ｸｲﾝﾃｯﾄ　ｺﾝｻｰﾄ 19:00 2,000 円 都城市文化振興財団

６㈫ 大 第 37 回宮崎県食品衛生推進大会 10:00 関係者 都城地区食品衛生協会

８㈭ 大 九州地区へき地教育研究大会 9:30 関係者 都城市教育委員会　学校教育課

10㈯ 中 姫城中学校吹奏楽部　定期演奏会 13:30 無　料 都城市立姫城中学校

11㈰
大 第 26 回都城歌謡会音楽祭 13:00

一般 1,000 円
小学生以下 500 円 都城歌謡会

中 祝吉中学校吹奏楽部　第 27 回定期演奏会 13:30 300 円 都城市立祝吉中学校

13㈫ 大
都北小・中学校音楽大会　中学校の部 9:30 無　料 都城市教育委員会　学校教育課

中

15㈭ 大 宮崎県立都城西高等学校　芸術鑑賞会 未　定 関係者 宮崎県立都城西高等学校

16㈮
大 宮崎県ＳＳグループ連絡会議

40 周年記念講演会 15:00 要申込 40 周年記念大会実行委員事務局

中 第２回　都城市合同喜寿祝 10:00 関係者 都城市健康長寿課

17㈯

大 日本太鼓ジュニアコンクール　宮崎県大会 10:30 1,000 円 宮崎県太鼓連合

大 都城ときめき大学　講演会 18:30 会　員 都城ときめき大学

中 第 17 回都城市立五十市中学校吹奏楽部
定期演奏会 13:00 有　料 都城市立五十市中学校

18㈰
大 鼓どんどん 2007 10:00 1,000 円 宮崎県太鼓連合

中 都城日本舞踊協会　秋のおどり 12:00 1,000 円 都城日本舞踊協会

19㈪ 大 劇団飛行船　「マスクプレイファンタジー
　　　　　　赤ずきん／３びきのこぶた」 10:30

A 2,000 円
B 1,700 円
C 1,400 円

劇団飛行船　西日本支社

20㈫ 大 劇団飛行船　「マスクプレイファンタジー
　　　　　　赤ずきん／３びきのこぶた」

10:30
13:30

A 2,000 円
B 1,700 円
C 1,400 円

劇団飛行船　西日本支社

23㈮(祝)
大 　　宝塚歌劇　宙組公演　「バレンシアの

　　　　熱い花／宙　FANTASISTA!!」
14:00
18:00

完　売 都城市文化振興財団

24㈯
大 第 54 回都城工業高校吹奏楽部定期演奏会 未　定 未　定 宮崎県立都城工業高等学校

中 金管アンサンブル＆箏・三絃・尺八によるコンサート 13:30 1,200 円 初音会（事務局　岩佐氏）

25㈰
大 無名塾「ドン・キホーテ」公演 18:30 会　員 都城市民劇場

中 全国幼稚園・保育園・幼児
音体フェスティバル九州大会 13:00 700 円 全日本幼児教育連盟

27㈫ 大
都北小・中学校音楽大会　小学校の部 9:00 無　料 都城市教育委員会　学校教育課

中

29㈭ 大 　　いっこく堂 VS ザ・ニュースペーパー 19:00
Ａ 4,300 円
Ｂ 3,800 円 都城市文化振興財団

30㈮ 大 天童よしみコンサート 14:00
18:30

Ｓ 7,500 円
Ａ 6,500 円
Ｂ 5,500 円

㈱鈴木企画

0986-38-8023

0986-45-0377

0986-23-5608

0986-26-2151

0986-23-7140

0986-25-3213

0986-23-2161

0986-22-4281

0986-24-3996

0986-22-0697

0986-23-9544

0986-23-1904

0986-25-7700

0986-23-3102

0985-54-0116

0986-21-2112

0986-23-0126

0985-54-0116

0986-23-0699

092-712-3041

092-712-3041

0986-23-7140

0986-22-4349

090-1190-9478

0986-21-8082

096-211-6017

0986-23-9544

0986-23-7140

092-715-5260

Event CalendarEvent Calendar
催し物カレンダー

※　　　 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 10/22 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。
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都城市総合文化ホール

　

　

●都城市役所

●都城大丸

都城警察署●

至都城 I.C・至宮崎↑

都城駅

至宮崎↑

至三股→

至三股→

至鹿児島↓ 至日南↓

●国立病院

沖水橋

●妻ヶ丘中学校

総合運動公園
●泉ヶ丘高校

269
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都城市総合文化ホール

西都城駅

269

至三股→

至鹿児島↓

至宮崎↑ 至宮崎↑

●ダイエー

●ダイエー

神柱
公園●

神柱公園

神柱宮

都城駅

第2駐車場

10

ガ
ス
ト●

都城市総合文化ホール

第1駐車場

◆駐車場案内 ご  案  内  図

　MJは、市街地の中にあり、第1駐車場約180台、
第 2 駐車場約 150 台と十分な駐車場のご用意は
難しく、お客様には大変ご迷惑をおかけいたし
ます。お早めのご来場や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。
　また、隣接する神柱宮境内、コンビニエンスス
トア敷地内への駐車はご遠慮下さい。
（ホール駐車場、神柱公園内駐車場をご利用下さい）
　ダイエー臨時駐車場は、工事のため、現在使用
できません。悪しからずご了承下さい。

12 月の催し
日（曜） 会場 行　事　名 開 演 料 金 お問い合わせ先

２㈰
大 津軽三味線石井流創立１５周年記念公演 14:00

Ａ 3,000 円
Ｂ 2,500 円
自由 2,000 円

津軽三味線石井流事務局

中 合同演奏会 未　定 無　料 都城ピアノ指導者研究会

４㈫ 大 都城ときめき大学 講演会 18:30 会　員 都城ときめき大学

７㈮
大 　 モンゴルの大草原から 19:00 3,000 円 都城市文化振興財団

中 介護予防に関する講演会 未　定 無　料 都城市健康長寿課

８㈯ 大 都商吹奏楽部定期演奏会 18:00 500 円 宮崎県立都城商業高等学校

９㈰
大 第17回都城高等学校吹奏楽部定期演奏会 13:00 500 円 都城高等学校

中 佐川由紀子シャンソンコンサート 17:00 2,000 円 ＳＡＷＡ音楽事務所

13㈭ 中 霧のむこうのふしぎな町 18:30 会　員 みやこのじょう子ども劇場

15㈯ 中 吹奏楽特別演奏会 14:00 無　料 鹿児島国際大学短期大学部

16㈰
大 全九州ジュニア太鼓選手権 10:00 1,000 円 財団法人日本太鼓連盟宮崎県支部

中 末平浩康　バリトン独唱会 14:00 一般 2,000 円
大学生以下 1,000 円 末平氏

20㈭ 大 　 キエフ・バレエ「くるみ割り人形」 19:00

ＳＳ 12,000 円
Ｓ 10,000 円
Ａ 8,000 円
Ｂ 6,000 円

都城市文化振興財団

23㈰(祝)

大 都城芸術文化協会　発表会 未　定 無　料 都城芸術文化協会

中 冬コンサート 16:30 無　料 マーキュリー幼児園

0986-39-6191

0986-23-6770

0986-21-2112

0986-23-7140

0986-23-3184

0986-22-1758

0986-23-2477

045-753-1375

0986-25-6477

099-261-3211

0985-54-0116

0985-26-5417

0986-23-7140

0986-24-0067

0986-26-0405

※　　　 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 10/22 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。

主催：財団法人都城市文化振興財団　 後援：都城市教育委員会  三股町教育委員会　 助成：子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）

わくわくワークショップ
2007

わくわくワークショップ
2007

■ 対　象：幼・保年長児〜小学生
■ 定　員：各回 30 名（事前申込制・先着順）
■ 参加費：無料

＜申込方法・問い合わせ＞
参加日・児童名・年齢・保護者名・住所・電話番号を、
はがき・電話・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法で
財団までお申し込みください。

“ 想像力で遊ぼう !”

「ゴロンごろんぐるんグルン」13：30 〜 15：30
ボールの形、タイヤの形 ･･･ 転がるものっていろいろあるよね。
それに色を塗ったり、ひもを付けて転がしてあそぼう。

11/10
（土）

「ぺたぺたクリスマス」13：30 〜 15：30
ホールの大きな窓ガラスにカラーセロハンなどをはり、みんな
のイメージで飾ってみよう。光が差すと床や壁にも色が写るん
だよね。クリスマスまでそのままにするから見に来てね。

12/1
（土）

「あ ! Happy 塗る Year !」13：30 〜 15：30
正月と言えば凧（たこ）あげ。どんな凧が大空に舞うと楽しい
かな？好きなように塗ってみよう！神柱公園の杉の木に大きな
布を巻いて書初めもするよ。

1/12
（土）

参加者募集 !!

Event Calendar


