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公演開催日

満車予想日

この日の有料駐車場は満車が予想されます。
できるだけ公共交通機関をご利用ください。

公演終了後に臨時バス（有料、夜間のみ運行）がでます。
（熊本県立劇場→中央消防署前→通町筋→桜町バスターミナル→熊本駅前）

表記の年齢未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

熊本県立劇場にてチケットをお取扱いしております。

休館日

FULL

BUS

年齢制限年齢制限

チケットチケット10

※主催者の都合により、公演名、日時などが変更になる場合があります。また、主催者の希望や作成日の関係などにより、本紙に掲載していない催物もありますのでご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、催事が中止・延期となっております。
　最新情報は、県立劇場ホームページをご確認ください。（8/31現在）

木

1
中村哲さん追悼 ペシャワール会支援
加藤登紀子チャリティコンサート

問／中村哲さん追悼 ペシャワール会支援
　　加藤登紀子チャリティコンサート実行委員会
　　☎080-3084-7093（明石）

2
金

令和２年度 熊本県町村議会議員研修会
会 場 コンサートホール 12：30開 場 13：30開 演 15：15終 演

問／熊本県町村議会議長会
　　☎096-365-0400（古家）

5
月

熊本県指定自動車教習所職員講習
会 場 コンサートホール 8：30開 場 9：10開 演 15：30終 演

問／一般社団法人 熊本県指定自動車教習所協会
　　☎096-233-2220（安永）

会 場 コンサートホール 17：30開 場 18：45開 演 21：00終 演

BUS

7・8
水・木

熊本市民劇場第409回例会
劇団昴「アルジャーノンに花束を」

会 場 演劇ホール
10/8
10/7

問／熊本市民劇場
　　☎096-322-0500（中村）

18：00開 場 18：30開 演 21：00終 演

13：00開 場 13：30開 演 16：00終 演

BUS
※10/7のみ

11
日

令和2年度 熊本県高等学校定時制・通信制
生活体験発表大会

問／熊本県立湧心館高等学校 定時制
　　☎096-364-4668（南）

9：30開 場 10：00開 演 12：30終 演演劇ホール会 場

チケットチケット

劇場って楽しい！！ in 熊本
18

日

13：30開 場 14：00開 演 15：00終 演演劇ホール会 場

問／公益財団法人熊本県立劇場
　　☎096-363-2233
※要事前申し込み

問／熊本市立大江小学校
　　☎096-366-8947（坂下）

会 場 コンサートホール 8：20開 場 9：00開 演 11：30終 演22
木

熊本市立大江小学校ハートフルコンサート

熊日ストリートダンスコンテスト2020
24

土

11：30開 場 12：00開 演 16：00終 演演劇ホール会 場

問／熊本日日新聞社
　　☎096-361-3383

未就学児未就学児
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KUMAMOTO PREFECTURAL THEATER

発行日：2020.9.15　※掲載内容は8.31現在のものです。

熊本県立劇場

10月の中止・延期公演一覧
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立川志の輔独演会

ＫＭＡ室内合奏団 第7回定期公演

おもしろコンサート2020

文徳高校吹奏楽部 オータムコンサート2020

第23回 日本太鼓ジュニアコンクール熊本県予選

第65回 日本PTA九州ブロック
PTA研究大会くまもと大会

山崎 まさよし Concert Tour 2020
“Quarter Note”

熊本ファミリーウインドアンサンブルcocoro
第8回定期演奏会

アート・ガーファンクル

第23回 尚絅コンサート

ピアノリサイタル

くまもと2020 第33回 箏曲の祭典

令和2年度 熊本県立第二高等学校芸術鑑賞会

第4回〝ここから〟

第56回 熊本市民コーラス交歓会

第59回 熊本県新人演奏会

ルーテル音楽会2020

演劇ホール 問/熊本朝日放送（株）

コンサートホール 問/熊本ミュージックアーティスト

演劇ホール 問/おもしろコンサートの会

コンサートホール 問/文徳高校吹奏楽部

演劇ホール 問/全九州太鼓連合 熊本県支部

コンサートホール 問/熊本県PTA連合会

演劇ホール 問/株式会社 キョードー西日本

コンサートホール 問/熊本ファミリーウインドアンサンブルcocoro

演劇ホール 問/株式会社 大阪ウドー音楽事務所

コンサートホール 問/尚絅中学・高等学校

コンサートホール 問/株式会社 大谷楽器店

演劇ホール 問/熊本箏演奏者協会

コンサートホール 問/熊本県立第二高等学校

演劇ホール 問/ここからの会 実行委員会

コンサートホール 問/熊本市民合唱団体協議会

コンサートホール 問/熊本県文化協会

コンサートホール 問/ルーテル学院中学高等学校

☎090-3195-0372

☎090-4983-1614

☎090-8419-5634

☎096-354-6416

☎090-8669-6315

☎096-354-5919

☎092-714-0159

kumamoto_cocoro
_wind@yahoo.co.jp

☎06-6341-4506

☎096-366-0295

☎096-355-2248

☎090-1511-7495

☎096-368-4125

☎080-2714-5222

☎096-329-2823

☎096-383-0600

☎096-343-3246 


