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29#県劇練習室の風景

子どもの頃から本物の音楽に触れて、より高い人間性
を備えた人になってほしいと創立。毎年８月の定期演
奏会、11月の「くるみ割り人形」での演奏を中心に活動
中です。OB・OGとのつながりは深く、卒団後も指導者
としてメンバーを指導しています。50年を超える歴史
があり、世界で活躍しているOB・OGも。入団希望の方
は簡単なオーディションあり。（小学生～25歳まで）

熊本ユースシンフォニーオーケストラ（オーケストラ）

活動予定 毎週土曜18：00～21：00
 （演奏会前は練習が増えます）
会 員 数  約50名
問い合わせ 096-382-8772（山口）
 fl-kun@cpost.plala.or.jp
HPアドレス http://kyo.symphonic-net.com/

11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 12December

…休館…休館 日日

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
熊本県立劇場	 ☎096-363-2233県劇
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

熊本市立
河内中学校

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15日に俳優・南波 
圭さんを講師に迎え、演劇アウトリーチ事業を開催した熊本市立河
内中学校教諭・益田俊男先生にお話を伺いしました。

29

本校は全校生徒数が100名に満たない小
さな中学校で、小・中学の9年間、同じクラスメ
イトと過ごします。みんな仲よく、互いに助け
合う家族のような関係です。その一方で、気心
が知れた人としか付き合わないため、コミュ
ニケーションを取るのが苦手。そこで外部の
人と触れ合い、生徒たちのコミュニケーション
力や表現力を育てられたらと考え、県立劇場
の演劇アウトリーチ事業に取り組みました。
これまで3回のワークショップを開催。最初
は南波さんの問い掛けに戸惑っていた子ども
たちが、今では積極的に手を挙げたり発言し
たり、親しい友人以外とも気遅れすることな
く会話している姿に驚きました。子どもたちの

変化を感じますね。
また、南波さんをはじめ講師の皆さんは生徒
一人ずつをしっかり見てくださり、私自身も発見
がありました。子どもたちのやる気を引き出す南
波さんの声掛けなど学ばせていただいています。
大切なことは、「やりたい」と生徒たち自身が
思い、自分たちで考えて最後までやり遂げてい
く力を身に付けることだと思います。やがて彼ら
が高校生になり、仲間と離れ離れになったとし
ても、今回の演劇を通じて学んだ表現力を成長
の糧に、しっかりと歩いて行ってほしいですね。

グループ別に益田先生を
宣伝するCMを作るのが
ワークショップのテーマ

海と山の豊かな自
然に抱かれる河内
中学校

第54回	熊本県新人演奏会
開場17：45／開演18：15／終演21：30
料【全席自由】1,000円
問	熊本県文化協会
　	☎096-383-0600

1（日） コ

第48回	熊日学生音楽コンクール
合唱本選

開場10：00／開演10：30／終演15：30
熊本県内の小・中学生による合唱コンクール
料	入場無料
問	熊本日日新聞社
　	☎096-361-3383

3（火・祝）
コ

舞台「カレーライフ」
開場18：30／開演19：00／終演21：00
脚本：鈴木	哲也　演出：松森	望宏
出演者：玉城	裕規、滝口	幸広、岡本	玲
　　　		長濱	慎、丸山	淳史　ほか
料	【全席指定】7,800円
問	M.I.O.　☎096-288-6696（10：00～18：00）

5（木） 演

第13回	エキサイティング　　
ダンスファンタジー

開場13：00／開演13：30／終演16：00
社交ダンス習得と技術向上を目指している受講生の成果発
表と協会会員による模範演技の披露
料【全席自由】3,000円
問	熊本県ボールルームダンス協会　☎0967-32-3011

8（日） 演

くまもと2015　　　　　　　
第29回	筝曲の祭典

開場12：30／開演13：00／終演16：00
箏・三絃・尺八による邦楽の定期演奏会
プログラム：こと絵巻（ふるさと・花は咲く）、越後獅子　ほか
料【全席自由】一般1,500円　大学生以下1,000円
　※当日500円高
問	熊本箏演奏者協会
　	☎090-1511-7495（一村）

1（日） 演

おもしろコンサート	2015
開場13：00／開演13：30／終演15：30
歌・あそび・体操・ミュージックパネル・絵本朗読など、子どもも
大人も一緒に楽しめるコンサート
出演者：新沢としひこ＆ケロポンズ
料	【全席指定】3,000円（4歳以上）
問		おもしろコンサートの会　☎090-8419-5634（甲斐）

7（土） 演 熊本市民劇場	第380回例会	
文学座『くにこ』　

問	熊本市民劇場
　	☎096-322-0500

5（土）
6（日）

熊本県民第九の会　　　　　
第32回演奏会	ベートーヴェン第九

問	熊本県民第九の会
　	☎090-2851-1007（坂口）

6（日）

吹奏楽園/大阪桐蔭高等学校　
吹奏楽部	演奏会　

問	アクティオ
	 ☎06-6308-5720

7（月）

陸上自衛隊第8師団　　　　　
第40回定期演奏会

問	陸上自衛隊第8師団司令部総務課広報室
　	☎096-343-3141（内線3445・3447・3448）

13（日）

熊本大学体育会吹奏楽部　　
第44回定期演奏会

問	熊本大学体育会吹奏楽部
　	☎090-5727-4231（三重）

20（日）

第9回	ユリコバレエスタジオ	2015
問	ユリコバレエスタジオ
　	☎096-233-1735

20（日）

熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部	
第19回新人コンクール

問	熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部
　	☎096-384-1551（藤本）

21（月）

第40回	全国高等学校総合文化祭
音楽部	熊本県代表選考会

問	熊本県高等学校文化連盟音楽部
　	☎096-368-4125（南）

16（水）

H3	UD	Dance	Festival	ｖol.9
問	エイチ	スリー	ウェルネス
　	☎096-365-6403

23（水・祝）

メリーホッパーズ　　　　　
30周年記念	発表会

問	メリーホッパーズ
　	☎080-5285-8053（米岡）

26（土）

オペラ『おぐりとてるて』　　　	
－説経節「小栗判官照手姫」より－

問	オペラシアターこんにゃく座
　	☎044-930-1720

27（日）

熊本バレエ劇場40年	2015		
≪くるみ割り人形≫

開場12：30／開演13：00／終演15：15
開場16：30／開演17：00／終演19：15
バレエくるみ割り人形	全幕公演
演奏：熊本ユースシンフォニーオーケストラ
　　　NHK熊本児童合唱団　
料【全席指定】
　	Ａ席7,000円
　	Ｂ席6,000円
　	学生席3,000円（3歳～大学生・専門学校）
問	熊本バレエ劇場　☎096-343-0091

22（日）
演

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

開場17：00／開演18：00／終演20：00
料【全席指定】6,000円
問	BEA　☎092-712-4221

29（日）

演

熊本大学マンドリンクラブ　　
第58回定期演奏会

開場15：00／開演15：30／終演18：00
Ⅰ部：組曲「カレリア」第3曲「行進曲風に」（ジャン・シベリウス）　ほか
Ⅱ部：Ａｌｉｃｅ	in	Mandolinland　～音楽の世界へようこそ～
Ⅲ部：歌劇「セビリアの理髪師」より序曲（ジョアキーノ・ロッシーニ）　ほか
料	【全席自由】400円
　	※未就学児無料
問	熊本大学マンドリンクラブ
　	☎080-1741-9132（長濱）

21（土） コ

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

開場13：00／開演13：30／終演15：30
曲目：交響曲第5番《運命》～第1楽章～（ベートーヴェン）
　　　　ハンガリー狂詩曲第2番S.244-2（リスト）
　　　　英雄ポロネーズ（ショパン）　ほか
料【一部指定】S席3,800円
　	A席3,300円、自由席2,800円
　	※高校生以下は各席1,000円引き
　	※当日500円高
問	大谷楽器　☎096-355-2248

29（日）

コ

第25回	グレンツェンピアノ　
コンクール	熊本本選

22日　開場10：00／開演10：30／終演17：30
23日　開場10：00／開演10：30／終演20：00
幼児～一般の方対象のピアノコンクール
料	入場無料
問	グレンツェンピアノ研究会
　	☎0995-22-4158

22（日）
23（月・祝）

コ

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

開場13：30／開演14：00／終演16：00
曲目：交響詩「ドン・ファン」（R.シュトラウス）
交響曲第9番ホ短調「新世界より」（A.ドヴォルザーク）　ほか
料	【全席自由】500円
　	※当日200円高
　	※未就学児無料
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） コ

平成音楽大学2015　　　　　
華麗なる音楽の祭典　

問	平成音楽大学
　	☎096-282-0506

8（火）

COSMIC	RECITAL	49th
問	熊本学園大学スイングバンド研究部
　	☎080-9144-5243（福原）

24（木）

ハウステンボス歌劇団　　　　　
熊本公演	レビューショー

開場17：00／開演17：30／終演19：30
長崎ハウステンボスから飛び出し、今、注目の歌劇団「ハウス
テンボス歌劇団」による雅なレビューのステージ
料	【指定席】ＳＳ席7,000円（完売）
　	【自由席】	Ｓ席6,000円（完売）
	 	 	 	Ａ席（一般）5,000円
　　　　　	Ａ席（小学生）2,000円
　　　　　	A席（幼児）無料
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） 演

第51回	熊本市民コーラス交歓会
開場9：30／開演10：00／終演16：00
熊本市民合唱団協議会に加盟するコーラス団体の発表会
ゲスト：福嶋	由記（オペラ歌手）
料	入場無料
問	熊本市民合唱団体協議会
　☎096-370-4656（松下）

5（木） コ

ルーテル学院	音楽会	2015
開場13：30／開演14：00／終演16：00
中学高校の全校生徒の中からオーディションで選ばれた生徒
のソロ演奏及び音楽系部活動の発表
料	入場無料
問	ルーテル学院中学高等学校
　☎096-343-3246（常定）

7（土） コ

11November

八神	純子	CONCERT	TOUR	
2015	～あなたの街へ～

問	ＲＧプランニング
　	☎096-320-8777

17（木）

県劇

県劇

4

県劇      
ほか

県劇       

ぴあ  ローソン
ほか

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

開場13：30／開演14：30／終演16：30
曲目：ルーマニア舞曲（バルトーク）
　　	ヴァイオリンと弦楽のための組曲（シベリウス）　ほか
ゲスト：木野	雅之（日本フィルハーモニー交響楽団
　　　　　　　　ソロコンサートマスター）
　			 	北口	大輔（日本センチュリー交響楽団首席チェロ奏者）
	　　		13：50～14：10　ロビー演奏
料【全席自由】2,500円　※当日500円高
問	熊本ミュージックアーティスト　☎090-4983-1614（岩井）

8（日） コ
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県劇       
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4

3

ＭＯＮＧＯＬ８００	Ｐｅｏｐｌｅ　　
Ｐｅｏｐｌｅ	ＴＯＵＲ	2015

開場18：30／開演19：00／終演21：00
料【全席指定】5,500円（小学生以上有料）
　	※お客様1名につき、未就学児1名膝上入場可
問	BEA　☎092-712-4221

18（水） 演

ぴあ  ローソン      
ほか

グランディーバ	バレエ団				
ジャパンツアー	2015

開場18：30／開演19：00／終演21：00
男性だけによるコメディバレエ団「グランディーバ」
演目：白鳥の湖、パ・ド・カトル、海賊のパ・ド・ドゥ　ほか
料【全席指定】Ｓ席8,000円
	 　　　　　Ａ席7,000円
問	CARAVAN
　☎092-732-8858（平日10：00～18：00）

16（月） 演

県劇  ぴあ  

ローソン      ほか

熊本県おかあさんコーラス連盟　
創立30周年記念
第30回女声合唱フェスティバル

開場10：00／開演10：20／終演16：20
加盟団体27団体の合唱演奏
招待演奏：エリカフラウエンコール（大分市）
料	【全席自由】500円
	 ※障がい者手帳をご提示の方は入場無料
問	熊本県おかあさんコーラス連盟　☎090-1196-0467（安田）

15（日） コ

県劇       

     ほか

FULL

FULL

FULL

FULL

モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」
～庭師は見た！～	新演出

開場14：30／開演15：00／終演18：30
料【全席指定】
　	Ｓ席8,000円（完売）
　	Ａ席6,000円（完売）
問	熊本県立劇場　☎096-363-2233

14（土）
演

BUSFULL


