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28#県劇練習室の風景

グルッポ・ヴィーヴォ（イタリア語で生き生き
としたグループの意）は、1988年、声楽を学
ぶ若い音楽家の技術向上と演奏会開催を
目的に春日幸雄を代表として発足。会員は
県内外で活躍している。古楽オーケストラに
よるオペラ「フィガロの結婚」全４幕完全版、
交聲曲「海道東征」（指揮：山田和樹、横浜シ
ンフォニエッタ）は高い評価を受けている。

グルッポ・ヴィーヴォ（声楽）

活動予定 不定期
参 加 費  年会費 5,000円
会 員 数  25名
問い合わせ 096-362-3556
HPアドレス http://music.geocities.jp/gruppo_vivo/

10月満車予想カレンダー

熊日プレイガイド　☎096-327-2278

大谷楽器　☎096-355-2248

※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。
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主な舞台芸術公演 11November

…休館日

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
大 大会議室

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

熊本保健
科学大学

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1・2日に演劇家 柏
木陽（あきら）さんと俳優で介護福祉士の菅原直樹さんを招いてアウ
トリーチ事業を開催した熊本保健科学大学保健科学部リハビリテー
ション学科の木村伊津子教授にお話を伺いしました。

28

演劇を通して医療・福祉で求められるコミュ
ニケーション力を高めるために、講義の一環
としてワークショップを開催しました。作業療
法士を目指す学生40名が参加し、グループご
とに複数の人間が出入りする架空の場を演じ
たのですが、コミュニケーションの違いで見え
てくる場面や人間関係が変わる演劇ならでは
の表現を体験学習しました。
学生たちが、演劇をとおして生き生きと120％
の力を発揮していることに感動しました。芸術
には身体と心の緊張を和らげ潜在能力を引き
出す力があることを改めて感じています。
セラピーの現場には、以前から絵画や音楽、ダ
ンスなどの芸術が取り入れられてきました。健康

回復を目的に粘土や描画に苦しい思いを表現し
たりこころの傷を癒したり。今回は演劇的思考を
現場で役立てようと、プロに指導いただく機会を
得て、学生たちは芸術とセラピーの関わりをさら
に深く学ぶことができたのではないでしょうか。
初めは若くて経験がなくても、患者さんの
辛さや希望を一緒に受け止めて半歩でもとも
に進むことができる作業療法士になってほし
いですね。患者さんの持つ可能性を見出せる
ような視点や感性を、ワークショップを通じ
て育てていきたいと思います。

グループ別に多彩な情
景を演じる。回数を重
ね、より描写も鮮明に。

直径132ｍのフラット
な平屋のキャンパス
は独創的なデザイン。

10October

…休館日

グルッポ・ヴィーヴォ						　　
夢・びっくり箱コンサート

開場13：00／開演13：30／終演16：15
グルッポ・ヴィーヴォ会員による、オペラアリアや重唱、歌曲な
どバラエティに富んだ楽しいコンサート
料【全席自由】一般3,000円
　	　　　　　　大学生以下1,500円
問	グルッポ・ヴィーヴォ
　	☎090-4343-3105（春日）

3（土） コ

交セ  

     ほか

FULL

文徳高校吹奏楽部　　　　　
オータムコンサート2015

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第一部：クラシック、オリジナル作品
第二部：ポップス曲や映画音楽などのオリジナルステージ
料	入場無料
問	文徳高校吹奏楽部　☎096-354-6416（遠山）

4（日） コ

ロボットは能を舞えるのか？
開場18：30／開演19：00／終演20：30
料	入場無料（要事前申込）
問	熊本県立劇場　☎096-363-2233

7（水） 大

TUBE	LIVE	AROUND	2015	
【Your	TUBE	＋	My	TUBE】

開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】7,500円
問	BEA　☎092-712-4221

9（金）
演

ぴあ  ローソン
ほか

FULL

熊本県吟剣詩舞道総連盟				　	
結成40周年記念大会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
<一部>合吟、群舞<二部>構成番組
料	入場無料
問	熊本県吟剣詩舞道総連盟　☎096-282-1873

12（月・祝） 演

FULL

ブラザーズ5	スペシャルコンサート
～いとしい仲間たち～

開場18：00／開演18：30／終演20：30
出演者／杉田	二郎、堀内	孝雄、ばんばひろふみ
　　　　高山	厳、	因幡	晃
料【全席指定】S席6,000円　A席5,000円
　	※当日500円高
問	ＲＭＰチケットセンター
　	☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

20（火）
コ

県劇  交セ
ぴあ  ローソン

     ほか

カンサー･ファンド･フォア･フィリピノ･
チルドレン	ポリネシアン･ダンス･
チャリティ･コンサート

開場13：00／開演13：30／終演16：00
フィリピンの子ども達のためのガン基金チャリティコンサート
料【全席自由】一般1,000円　小学生以下500円
問	イオケピネ・ポリネシアン・ダンス・トゥルップ
　	☎090-9655-1446（上田）

25（日）

演

FULL

前進座特別公演『如月の華』　
－九條武子ものがたり－

開場13：30／開演14：00／終演17：00
大正の三大女流歌人の一人、九條武子の生涯を描いた舞
台劇。女子教育、女性の地位向上、そして関東大震災の被
災者救援に捧げた42年の生涯を描く。
料【全席自由】5,500円
問	浄土真宗本願寺派熊本教区教務所　☎096-343-8283

3（土） 演

FULL
  

ヴァチカン国際音楽祭2015					
記念演奏会	西本智実指揮　				
イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

開場17：30／開演18：30／終演21：00
レクイエム／ヴェルディ
組曲「宿命」（映画「砂の器」より）／菅野	光亮
料【全席指定】S席7,800円
　	A席6,800円　B席5,800円
問	M.I.O.　☎096-288-6696
　	（平日10：00～18：00）
　	熊本シティ・オペラ協会　☎080-2713-5717

9（金） コ

県劇  交セ  ぴあ  

ローソン   
ほか

FULL
 
BUS

第126回	全国吟道大会
開場09：00／開演09：30／終演17：00
全国10地区予選から選出された合吟チームが入賞を競うほ
か、会員による合吟・構成吟などの発表ならびに記念式典
料	【全席指定】3,000円
問		日本詩吟学院　☎03-3234-4391

18（日） 演

「マンドリンの祭典」　　　　　
熊本マンドリン協会	創立60周年記念　　
第47回	定期演奏会

開場13：15／開演14：00／終演15：45
ソプラノ：高見	久美子
テノール：浅田	昌彦
第1部：単独演奏曲目／英雄行進曲イタリア（アマディ）
　　　　　　　　　　ゴンドラ漕手の唄（アクトン）　ほか
第2部：合同演奏曲目／アヴェマリア（カッチーニ）
　　　　　　　　　　泣かせ給え（ヘンデル）　ほか
料【全席自由】
　	一人用　700円（※当日100円高）
　	二人用　1,200円（※当日200円高）
問	熊本マンドリン協会　☎096-383-5714

25（日） コ

県劇  交セ
 

ほか

FULL
 

第54回	熊本県新人演奏会　
問	熊本県文化協会
　	☎096-383-0600

1（日）

くまもと2015　　　　　　　
第29回	筝曲の祭典　

問	熊本箏演奏者協会
　	☎090-1511-7495（一村）

1（日）

県劇

第48回	熊日学生音楽コンクール
合唱本選　

問	熊本日日新聞社
　	☎096-361-3383

3（火・祝）

第51回	熊本市民コーラス交歓会
問	熊本市民合唱団体協議会
　	☎096-370-4656（松下）

5（木）

ルーテル学院	音楽会	2015
問	ルーテル学院中学高等学校
　		☎096-343-3246（常定）

7（土）

おもしろコンサート	2015
問	おもしろコンサートの会
	　☎090-8419-5634（甲斐）

7（土）

熊本ミュージックアーティスト発足	
15周年記念		　　	　　　　　
KMA室内合奏団	第四回定期公演

問	熊本ミュージックアーティスト　☎090-4983-1614（岩井）

8（日）

第13回	エキサイティング　　
ダンスファンタジー

問	熊本県ボールルームダンス協会
	 ☎0967-32-3011（立石）

8（日）

舞台「カレーライフ」
問	M.I.O.
　	☎096-288-6696（平日10：00～18：00）

5（木）
県劇

モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」	
～庭師は見た！～	新演出

問	熊本県立劇場
　	☎096-363-2233

14（土）

県劇

グランディーババレエ団　　　
ジャパンツアー	2015

問	CARAVAN　☎092-732-8858

16（月）

県劇

ＭＯＮＧＯＬ８００	Ｐｅｏｐｌｅ		　
Ｐｅｏｐｌｅ	ＴＯＵＲ	2015

問	BEA　☎092-712-4221

18（水）

熊本大学マンドリンクラブ　　	
第58回定期演奏会

問	熊本大学マンドリンクラブ
　	☎080-1741-9132（長濱）

21（土）

熊本バレエ劇場	40年	2015	
≪くるみ割り人形≫

問	熊本バレエ劇場公演事務局
　	☎096-343-0091

22（日）

熊本大学フィルハーモニーオーケストラ	
第52回	定期演奏会

問	熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
　	☎090-5080-8040（大宮）

28（土）

高橋	優	5th	ANNIVERSARY	
LIVE	TOUR	
「笑う約束」<ホール編>

問	BEA　☎092-712-4221

29（日）

第25回	グレンツェンピアノ　
コンクール	熊本本選

問	グレンツェンピアノ研究会
　	☎0995-22-4158

22（日）
23（月・祝）

第13回	チャリティーポリネシアン
コンサート“アロハの心”

開場15：00／開演16：00／終演20：00
出演者／ホオケナ（ハワイアンバンド）
　　　　カプ・キニマカ・アルクィーザ（クムフラ）
　　　　クウレイナニ橋本（クムフラ）
　　　　ほか、地元のフラ教室
料【全席指定】5,700円
問	Pua	Melia	Waikiki（プア	メリア	ワイキキ）
　	☎090-4475-0884（中崎）

30（金）
演

平成27年度	尚絅中学高等学校				
尚絅コンサート

開場13：00／開演13：30／終演16：00
在校生、卒業生及び育友会による音楽演奏、合唱会　ほか
料	入場無料
問	尚絅中学高等学校　☎096-366-0295（林）

31（土） コ

熊本交通センタープレイガイド
閉店

9月30日（水）をもって、熊本県内の主要プレイガイドのひ
とつ熊本交通センタープレイガイドが閉店となります。
チラシに同プレイガイドでのチケット取り扱いの旨が記載さ
れている公演も9月末をもって取り扱いが終了となりますの
でご注意ください。

第59回	RKK熊本県小学校			
器楽合奏コンクール

11日　開場09：00／開演09：45／終演17：30
12日　開場09：00／開演10：00／終演16：00
11日　小学校Ｃの部　9：45～12：45　　　　　　　　　	
　　　小学校Ａの部　14：00～17：30
12日　小学校Ｂの部　10：00～16：00
料 	入場無料
問	RKK熊本放送　☎096-328-5525

11（日）
12（月・祝）

コ

FULL

第48回	RKK熊本県中学校　
器楽合奏コンクール

開場9：00／開演10：00／終演17：00
中学校Ｂの部　10：00～11：00　　　　　　　　　	　　
中学校Ａの部　11：00～17：00
料 	入場無料
問	RKK熊本放送　☎096-328-5525

10（土） コ

FULL

坂本緑	オータムコンサート
開場18：30／開演19：00／終演21：00
ソプラノとバリトンによる声楽コンサート
日本歌曲：すずしきうなじ、サルビア　ほか
ドイツリート：愛の使い、セレナード　ほか
料	【全席自由】一般3,000円　高校生以下1,000円
問	みどりのひろば☎080-1727-4884（鹿子木）

29（木） コ

県劇 	

ハウステンボス歌劇団	熊本公演	
レビューショー　

問	ハウステンボス歌劇団開催事務局（木村建設内）
　	☎096-341-3530（月～土10：00～17：30）

3（火・祝）

県劇

創立30周年記念　　　　　　　
第30回	女声合唱フェスティバル

問	熊本県おかあさんコーラス連盟
　	☎090-1196-0467（安田）

15（日）
2015清塚信也ピアノリサイタル＋
ピアノ連弾「キヨヅカ☆ランド」
清塚信也×髙井羅人

問	大谷楽器　☎096-355-2248

29（日）

県劇


