
vol.
学校県劇

熊本市立
錦ヶ丘中学校

コンサートや施設見学のほか、アウトリーチ事業などで県立劇場と深
く“つながる”学校をご紹介します。今回は、9月19日（土）に県立劇場で
｢第16回定期演奏会｣を開催する熊本市立錦ヶ丘中学校吹奏楽部顧問
の定政由貴先生と田中真弓先生にお話を伺いました。

26

夏のコンクール一色の日々が終わると、間
もなく９月に開催する定期演奏会の練習に
突入です。この演奏会はほとんどの１年生に
とって初めての、そして３年生はこれで引退と
なるラストステージ。「子どもたちを大きな舞
台に立たせてあげたい」という保護者の方々
の強い思いに支えられて、県劇のステージに
立つことができています。
全校生徒約960人の我が校で、吹奏楽部は
人気の部活のひとつ。尾ノ上まつりや東区民
まつりといった場でも演奏させていただいて、
折に触れ音楽を愛する素地が地域にあるよ
うに感じています。
曲の情景を思い描きながら、みんなで同じ

物語を綴っていく。「今、どんな場面を想像し
ているか」といったディスカッションを繰り返
し、それぞれが抱くイメージを統一していくこ
とはとても大切なプロセスです。音楽は聴い
てくださる方がいて成り立つもの。気持ちをひ
とつに、まさに息をあわせて、楽しんでもらえ
る演奏を目指しています。
部活では、生徒たち一人ひとりに役割があり
ます。持ち前の素直さにくわえ、小さな仕事も率
先して行う意欲を育み、部活以外の場面でも心
配り、気配りができる人に育ってほしいですね。

26#県劇練習室の風景

歌って踊る女声合唱団。熊本県合唱祭、女
声合唱フェスティバル、全日本おかあさん
コーラス九州支部大会出場を活動の柱
に、病院、老健施設などでも訪問コンサー
トを行っています。2011年にはウイーン国
立オペラ座での演奏も。春日信子先生指
導の下、童謡、唱歌、歌謡曲から合唱組曲
まで幅広い曲に挑戦しつつ、歌うことを楽
しんでいます。   

コールいずみ（女声合唱）

活動予定 毎週火曜 10：00～12：00
会 員 数 22名
問い合わせ 096-372-5358（岡村）

定政先生が指揮棒
を上げると、ピリッとし
た緊張感が走る	
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パートごとの練習。息が
合わなければ何度も納
得のいくまでやり直す

熊本県立劇場　☎096-363-2233県劇
熊本交通センター　☎096-326-8813交セ

チケットぴあ　☎0570-02-9999ぴあ
ローソンチケット　☎0570-084-008（※要Lコード）ローソン

チケット取り扱い
熊日プレイガイド　☎096-327-2278

大谷楽器　☎096-355-2248

公演終了後に臨時バス（有料、夜間のみ運行）が出ます。
（熊本県立劇場→森都病院前→通町筋→交通センター→熊本駅前）

BUS

表記の年齢未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

この日の有料駐車場は満車が予想されますので、
できるだけ公共交通機関でお越しください。

FULL

演コ

会場情報

※舞台芸術公演のみの掲載となります。
※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し物もありますのでご了承ください。

主な舞台芸術公演
※休館日はありません

13（日）第35回泉の会ヴォーカルコンサート
問	泉の会　☎090-9595-7243（高見）

１６（水）２０１５マリスト祭	文化発表会
問	熊本マリスト学園中学・高等学校　☎０９６-３６８-２１３１（合谷）

県劇

県劇

18（金）MIN-ON	プレミアムコンサート
佐藤しのぶ～歌は祈り～

問	MIN-ON	熊本　☎096-344-4646

19（土）第28回熊本市立西原中学校
	吹奏楽部定期演奏会

問	熊本市立西原中学校　☎096-383-6124（坂田）

19（土）熊本市立錦ヶ丘中学校
	第16回吹奏楽部定期演奏会

問	熊本市立錦ヶ丘中学校　☎096-368-3166（定政）

20（日）第18回	日本太鼓
ジュニアコンクール熊本県予選

問	熊本県太鼓連合　☎090-8669-6315（坂口）

22（火・休）kometta	管弦楽団	演奏会
問	☎080-1745-9415（沼田）

22（火・休）熊本市立帯山中学校吹奏楽部
	第20回定期演奏会

問	帯山中学校吹奏楽部後援会　☎090-4589-1429（堀）

23（水・祝）NHK熊本児童合唱団
第11回定期演奏会

問	NHK熊本児童合唱団　☎ 090-3666-1092（春日）

25（金）太鼓と芝居のたまっ子座公演
「太鼓で遊ぼう	ドン	カカカ」

問	熊本市子ども劇場連絡会　☎096-356-0741

27（日）第32回
熊本市民ふるさと芸能文化祭

問	熊本市民ふるさと芸能文化祭実行委員会
☎096-364-3607（髙木）

熊本市民劇場第379回例会
	劇団NLT『殺人同盟』

問	熊本市民劇場　☎096-322-0500

23（水・祝）
24（木）

13（日）第19回夏季狂言の会
	 	 熊本		「万作・萬斎の会」
問	ノマ企画　☎083-246-6266 県劇

16（水）TSUKEMEN	LIVE	2015
	～FRONTIER～

問	RMPチケットセンター
☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

県劇

26（土）辻井伸行with井上道義＆
	オーケストラ・アンサンブル金沢
	《悲しみのモーツァルト》

問	熊本県立劇場　☎096-363-2233（全席完売）

26（土）CRAZY	KEN	BAND	TOUR
	もうすっかりあれなんだよね2015

問	GAKUONユニティ・フェイス　☎0985-20-7111

26（土）熊本市子ども劇場乳幼児鑑賞会
「トンとドン」

問	熊本市子ども劇場連絡会　☎096-356-0741

平成27年度熊本県合唱コンクール（兼）
	第70回九州コンクール熊本県予選

1日　開場9：30／開演10：00／終演19：00	
2日　開場9：30／開演10：00／終演16：00
料	【全席自由】500円
問	熊本県合唱連盟　☎090-2582-7787（山本）

1（土）
2（日） コ

…休館日

25（金）モーツァルト	珠玉の協奏曲の夕べ
問	NPO法人オーケストラ創造　☎080-4311-5795
熊本友の会　☎080-9053-2445

県劇

21（月・祝）第１４回西日本バンドフェスティバル
２０１５	in	熊本

問	熊本県吹奏楽連盟　☎０９６-３５６-３２７１

4（金）福田こうへいコンサート2015
	～故郷に感謝～

問	ソワード　☎099-223-8005 県劇

2（水）三遊亭歌之介	落語独演会
問	ヒューマンネットワーク　☎０９８２-５２-０１４５

6（日）ザ・シンフォニエッタ		第28回演奏会
問	ザ・シンフォニエッタ　☎090-7383-4953（クープス）

第25回グレンツェンピアノ
コンクール熊本予選

17日　開場10：00／開演10：30／終演20：00	
18日　開場10：00／開演10：30／終演20：00
料	入場無料
問	グレンツェンピアノ研究会　☎0995-22-4158

17（月）
18（火）

コ

第82回
NHK全国学校音楽コンクール
	～熊本県コンクール～

　9日	 開場					9：20／開演11：00／終演12：45	
	 開場13：00／開演14：40／終演16：35	
10日	 開場					9：00／開演10：45／終演13：00	
	 開場13：15／開演15：00／終演17：15	
9日（日）小学校の部、高等学校の部、10日（月）中学校の部
料	入場無料
問	NHK熊本放送局　☎096-326-8205

　9（日）
10（月）

コ

12（水）草尾文隆演奏会
	～古希への挑戦～

開場18：30／開演19：00／終演20：30
曲目：初恋、Caro	mio	ben、荒城の月	ほか
料	【全席自由】1,000円
問	☎096-245-2720（草尾）、☎090-3321-4674（藤嶋）

コ

県劇

16（日）熊本ユースシンフォニーオーケストラ
	第47回定期演奏会

開場14：15／開演15：00／終演16：30
曲目：交響曲第7番／J.シベリウス
	 交響曲第40番／W.A.モーツァルト	ほか
指揮：高関	健
料	【一部指定】指定席2,000円、自由席（一般）1,500円
自由席（高校生・大学生）1,000円
自由席（小学生・中学生）500円
※指定席以外は当日500円高　※指定席は、ローソン、
　熊本交通センター、熊日プレイガイドのみの取り扱い

問	熊本ユースシンフォニーオーケストラ　☎096-382-8772

コ

FULL

交セ

KN
ローソン

ほか

県劇

第60回九州吹奏楽コンクール21（金）
～23（日）
21日　開場12：30／開演13：00／終演18：00	
22日　開場	 9：00／開演	 9：45／終演19：30	
23日　開場	 9：00／開演	 9：45／終演19：00
２１日（金）小学校の部、２２日（土）中学校の部、２３日（日）高校の部
料	【一部指定】２１日：自由席１，５００円、小学生１，０００円

２２日：自由席１，５００円
２３日：指定席２，５００円、自由席１，５００円

問	九州吹奏楽連盟　☎０９２-４８１-８２５１

コ

19（水）有島	京	ピアノリサイタル
開場18：30／開演19：00／終演21：00
第17回ショパン国際ピアノコンクールのDVD審査、予備予選
合格を経て、今年10月の本選に向けて熊本唯一の出場者
料	【全席自由】一般2,500円、高校生以下1,500円
問	アイ・エム企画　☎090-1874-6712（有島）
	 ☎080-3905-4532（河野）

コ

ほか

県劇

30（日）第57回熊本県芸術文化祭
オープニングステージ
～ヤマカズが贈る	新・吹奏楽～

開場14：00／開演15：00／終演17：00
料	【全席指定】S席3,000円、A席2,000円
※高校生以下、障がいのある方は半額
※学生割引はチケットぴあ、熊本県立
劇場での取り扱い、障がい者割引は熊
本県立劇場のみの取り扱い

問	熊本県立劇場　☎096-363-2233

コ

FULL

交セ

KN
ローソンぴあ
ほか

県劇

3（月）劇団銀河鉄道の
	ぬいぐるみミュージカル
	「3びきのこぶた」「金のがちょう」

開場10：30／開演11：00／終演12：40	
開場13：30／開演14：00／終演15：40
ヨーロッパの昔話から楽しいお話を2つ
料	【全席指定】1,300円　※当日200円高　※3歳以上有料
※こども、大人同一料金　※2歳以下は膝上鑑賞

問	劇団銀河鉄道　☎03-5684-3320

FULL

演

16（日）こっぺりあ・バレエ・アート
STAGE2015	vol.23

開場18：00／開演18：30／終演21：00
第1部：エンゼルコンサート

小品集＆「グラン・パ・クラシック」よりグラン・パ・ド・ドゥ
	「くるみ割り人形」よりグラン・パ・ド・ドゥ	ほか

第2部：クラシックコンサート
	「ドン・キホーテ」より

料	【全席指定】1,000円（BF・1Fのみ）
問	こっぺりあ・バレエ・アート　☎096-363-2766

FULL

演

14（金）ソナーポケット
	ソナポケイズム	Vol.5

開場17：30／開演18：30／終演20：30
笑顔が笑顔を呼ぶ！ソナポケ史上最大規模の
全国ホールツアー！！
料	【全席指定】5,800円　※3歳以上チケット必要
問	GreeN	Music　☎092-714-0230（平日12：00～18：00）

ローソン
ぴあ

ほか

演

13（木）スワンバレエスクール
	スワンセーヌ2015	VOL.33

開場17：30／開演18：00／終演21：00
スワンバレエスクール生徒によるバレエ発表会
スワン小品集、古典ヴァリエーション、コンテンポラリーバレエ、
スワン古典作品「ドン・キホーテ」より抜粋
料	入場無料　※2階席のみ入場可
問	スワンバレエスクール　☎096-382-5344

演

11（火）創立30周年記念公演
	第23回田中バレエコンサート

開場16：15／開演17：00／終演20：45
第1部：バレエコンサート、第2部：ドン・キホーテ	全3幕
料	【全席自由】2,000円　※当日500円高
問	田中バレエ教室　☎0968-43-5872

交セ
KN ほか

県劇

演

熊本市民劇場第378回例会
文化座『獅子』

24日　開場18：00／開演18：30／終演20：00	
25日　開場13：00／開演13：30／終演15：00
作：三好	十郎　演出：原田	一樹
出演：青木	和宣、有賀	ひろみ、伊藤	勉	ほか
時は戦時中、一軒の農家の一日、登場人物が生き生きと描か
れ、悲喜劇が展開される素朴な会話の奥に、作者の魂の叫
びが感じられます
料	会員制
問	熊本市民劇場　☎096-322-0500

24（月）
25（火）

演

9（日）クマモトダンス	パフォーマンス2015
開場12：00／開演12：30／終演16：00
県内で活躍中のダンス教室及び愛好者のステージ
料	【全席自由】１，０００円（４歳以上）
問	熊日生涯学習プラザ　☎０９６-３２７-３１２５
熊日サービス開発　☎096-361-3366

FULL

演

KN

11（火）第59回	熊高音楽会
開場13：00／開演13：30／終演16：00
熊本高校の全ての音楽部が出演する、年に一度の伝統的な行事です
企画・運営から当日の進行まですべて生徒主体で行われます
料	入場無料
問	熊本県立熊本高等学校　☎096-371-3611（山口）

コ

FULL

2（日）熊本バレエ劇場
40年記念《特別公演》
	『眠れる森の美女』プロローグ付全三幕

開場11：30／開演12：00／終演15：00	
開場16：30／開演17：00／終演20：00
音楽：P.I.チャイコフスキー　芸術監督：伴	征子
振付：石井	清子　指揮：福田	隆
演奏：熊本ユースシンフォニーオーケストラ
友好親善協力：中国・上海市舞蹈学校
料	【全席指定】A席8,000円、B席7,000円

学生席3,500円（3歳～大学生・専門学生まで）
問	熊本バレエ劇場公演事務局　☎096-343-0091

FULL

ほか

県劇
KN

演

FULL

12（土）同志社大学マンドリンクラブ
熊本演奏会

問	同志社大学マンドリンクラブ
☎090-8467-3391（荻原）


