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30#県劇練習室の風景

ラスカーラ・オペラ協会はソリストと合唱団、
そしてオーケストラの団体です。イタリアから
指揮者を招きこれまでに５本のオペラや演
奏会を開催、また子どもたちのためのオペラ

「ヘンゼルとグレーテル」は毎年上演していま
す。合唱団員は２０代から６０代までと幅広
く特に若い世代が多いのが特徴です。オペ
ラでは様々な身体表現も必要ですが、一緒
にオペラ舞台に参加してみませんか。

ラスカーラ・オペラ協会（オペラ）

活動予定 毎週日曜 18：00～21：00
会 員 数  約70名
問い合わせ 090-7003-0807
HPアドレス http://www.lascala-opera.jp/

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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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）
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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。
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会場情報

阿蘇市立
波野小学校

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、去る10月21日にサック
ス四重奏「カルテット スピリタス」を招き、音楽アウトリーチ事業を開
催した阿蘇市立波野小学校校長・楠田明弘先生にお話を伺いました。

31

子どもたちに“本物”を知ってほしいという思
いからアウトリーチ事業を開催しました。児童
数58名という少数の利を生かし、全校で参加。

「伝えたい」という演奏家の方々の思いと、「聴
きたい」という子どもたちの気持ちが共鳴し、素
晴らしい演奏会になったと思います。

迫力に満ちた生の演奏とユニークな語り掛
けに引き込まれ、時に笑い転げ、あるいは真剣
に聞き入る子どもたちの姿が印象的で、成長を
目の当たりにするひとときでした。今後は、演劇
や芸術など多彩な“本物”に触れる機会を創出
していきたいですね。

本校の児童は、波野に古くから伝わる伝統芸

能「中江岩戸神楽」の担い手として、日ごろから
“本物”に触れながら過ごしているという一面
もあります。「中江岩戸神楽保存会」の方々にご
指導いただき、「神楽部」の部員たちは「中江神
楽殿」で行われる月に一度の定期公演やイベン
トなどのステージにも立っているんですよ。颯爽

（さっそう）と衣装を翻して踊る先輩たちの姿
は、下級生にとってあこがれの存在。「いつか先
輩のように踊りたい」という気持ちを胸に、練
習に励む子どもたちは地域の宝。地域全体で
大切に育てていきたいですね。

「音楽のレストラン」と題し、
世界各国の音楽の特徴を
取り入れた演奏を披露

10月に「神楽フェス
ティバル」に出演する
ほか、「中江神楽殿」
で開催される定期公
演※の舞台に立つ
※4～11月第1日曜

（10月は除く）

パギャグニーニ　　　　　
ニューイヤーコンサート2016

問 M.I.O.
　☎096-288-6696（平日10：00～18：00）

8（金）

第52回 熊工定演　
問 熊本工業高等学校吹奏楽部
　☎096-383-2105（山本）

10（日）

能楽ワークショップ　
問 熊本ユネスコ協会事務局（熊本県教育庁文化課内）
　☎096-333-2705

31（日）

東京スカパラダイスオーケストラ 
2015－2016 Hall Tour

問 キョードー西日本
　☎092-714-0159

11（月・祝）

　　　　　　　　　　　　　親指こぞう -ブケッティーノ

問 熊本県立劇場　
　☎096-363-2233　

29（金）
～31（日）

第67回 熊本県高等学校連合
音楽会

問 熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部
　☎096-384-1551（熊本商業高校　藤本）

15（金）

　　　　　　　　　　　　　第31回 熊本県小学校合奏祭

問 熊本県小学校器楽合奏研究会
　☎090-6892-2918（丸目）

30（土）
31（日）

第100回 熊響定期演奏会
問 熊本交響楽団
　☎090-4772-9090（日野）

17（日）
 

玉名女子高等学校吹奏楽部　
ニューイヤーコンサート’16

問 玉名女子高等学校吹奏楽部
　☎0968-72-5161（米田）

24（日）

くまもと阿蘇湯の谷リゾートホテル＆ゴルフ プレゼンツ 
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 
ニューイヤー・コンサート2016

問 KABイベント
　☎096-359-9051（月～金10：00～17：00）

6（水）熊本市民劇場 第380回例会　 
文学座「くにこ」

5日　開場18：00／開演18：30／終演20：30
6日　開場13：00／開演13：30／終演15：30
文学座「女性シリーズ」の第一弾。現在でも多くのファンに支
持される向田邦子さんの青春時代をモチーフに、誰もが通り
過ぎた悩みに満ちた時代を振り返ることで、見る人が誇らしく
思える作品
作：中島 敦彦　演出：鵜山 仁
出演：角野 卓造、栗田 桃子　ほか
料 会員制
問 熊本市民劇場　☎096-322-0500

5（土） 
6（日）

演 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

開場10：00／開演10：30／終演16：30
県内高校による「器楽」「管弦楽」「日本音楽」および「合唱」
の4部門にわたり行われるコンクール
料 入場無料
問 熊本県高等学校文化連盟音楽部
　☎096-368-4125（第二高校　南）

16（水） コ

COSMIC RECITAL 49th
開場17：00／開演17：30／終演20：45
曲目：Exit 135 north、Little Brown Jug、Blue Bones　ほか
料 入場無料
問 熊本学園大学スイングバンド研究部
　☎080-9144-5243（福原）

24（木） 演
八神純子 CONCERT ＴＯＵＲ 2015 
～あなたの街へ～

開場18：00／開演18：30／終演21：00
曲目：みずいろの雨、パープルタウン、ポーラー・スター
　　Ｍｒ．ブルー　ほか
料【全席指定】Ｓ席5,000円
　　　　　　Ａ席3,500円
問ＲＧプランニング
　☎096-320-8777

17（木）
演

メリーホッパーズ　　　　　　
30周年記念 発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
バトントワーリングの発表会
1部：Be our guest、星に願いを
　　ジッパ・ディー・ドゥー・ダー　ほか
2部：劇団四季、リトルマーメイド
料 入場無料
問メリーホッパーズ
　☎080-5285-8053（米岡）

26（土） 演

オペラ 『おぐりとてるて』　　　
－説経節「小栗判官照手姫」より－

開場14：30／開演15：00／終演17：00
日本語のオリジナルオペラを創り全国で公演しているオペラシ
アターこんにゃく座が、2014年に青少年から楽しめるオペラと
して初演した公演
作・演出：立山 ひろみ
作曲：萩 京子
出演：大石 哲史、岡原 真弓、佐藤 敏之　ほか
打楽器：高良 久美子
サクソフォン：林田 和之
ピアノ：服部 真理子
料【全席自由】一般4,000円　高校生以下3,000円
　※当日500円高
問 オペラシアターこんにゃく座
　☎044-930-1720

27（日） 演

熊本大学体育会吹奏楽部　　　
第44回定期演奏会

開場14：00／開演14：30／終演16：30
料 入場無料
問 熊本大学体育会吹奏楽部
　☎090-5727-4231（三重）

20（日） コ

第9回 ユリコバレエスタジオ 
2015

開場12：30／開演13：00／終演17：00
オープニング：Ｄｅｆｉｌｅ～海賊より花園
バレエコンサート：スターズandストライプス、グラン・パ・ド・ドゥ
　　　　　　小品集　ほか
ゲスト：濱田雄冴、エリック.T.クロフォード
　　　牧村直紀、徳永太一
料【全席指定】1,000円
問 ユリコバレエスタジオ
　☎096-233-1735

20（日） 演

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

開場09：00／開演09：30／終演18：30
吹奏楽、マーチングバンド、バトントワリングのコンクール
料 入場無料
問 熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部
　☎096-384-1551（熊本商業高校　藤本）

21（月）
コ

H3 UD Dance Festival vｏｌ．9
開場13：00／開演13：30／終演16：00
障がい者と健常者が同じステージでダンスを披露
インストラクターによるダンスショーやヨガの演舞、エアロビクス
などの発表会
料【指定席】2,500円
　【自由席】2,000円
問 エイチ スリー ウェルネス
　☎096-365-6403

23（水・祝） 演

市原ピアノ教室　　　　　　　
ピアノおさらい会

開場9：00／開演9：15／終演11：45
1年に1回のアットホームなピアノ発表会
料 入場無料
問 市原ピアノ教室
　☎096-364-6253

23（水・祝） 大

熊本県民第九の会　　　　　　
第32回演奏会 ベートーヴェン「第九」

開場17：30／開演18：15／終演20：10
曲目：「エグモント」序曲　ヘ短調作品84
　　 交響曲第九番　ニ短調作品125（合唱付き）
指揮：小森 康弘
出演：福嶋 由記　ほか
※公開リハーサルあり（中学生対象）
料【指定席】4,000円
　【自由席】3,000円
　　 　 　 高校生以下1,500円
　※当日500円高
問 熊本県民第九の会　☎090-2851-1007（坂口）

6（日） コ

吹奏楽園/大阪桐蔭高等学校　　
吹奏楽部 演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：30
日々練習に励んでいる中高生の吹奏楽部メンバーの成果を、
より多くの方々に楽しんでいただき、学生たちの夢と活力をお
届けする演奏会
料【全席自由】一般2,500円
  　高校生以下1,500円
問『学生吹奏楽を応援する/吹奏楽園』実行委員会
　☎090-4186-6913（平日10：00～17：00）

7（月） コ

平成音楽大学2015　　　　
華麗なる音楽の祭典

開場18：30／開演19：00／終演21：00
総勢300名による音楽の祭典
 Ⅰ部：協奏曲
Ⅱ部：独唱・合唱・オーケストラ
作曲／音楽監督・指揮：出田 敬三
出演：テイツィアーナ・ドゥカーティ　ほか
料【全席自由】
　一般2,000円
　大学生以下1,500円
問 平成音楽大学　☎096-282-0506

8（火） コ

陸上自衛隊第8師団　　　　　
第40回定期演奏会（熊本公演）

開場13：50／開演14：30／終演16：30
陸上自衛隊第8師団の第8音楽隊を主体とする、子どもから
大人まで楽しめる吹奏楽コンサート
料 入場無料（要整理券）
　※当日13：00から座席券と交換
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）

13（日） コ
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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
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コンサートホール 演劇ホール 大会議室大

ほわいえはインターネットでも
読むことができます！

熊本県立劇場広報誌「ほわいえ」のバックナンバーを、下
記Webサイトで公開しています。

また、「県劇つながる学校」をはじめとしたこれまでの連載
企画を「くまもと文化の風」で公開しています。こちらも
併せてご覧ください。

熊本県立劇場ホームページ
http://www.kengeki.or.jp/newsletter

http://www.kumamoto-bunkanokaze.com

http://kyushu.ebpark.jp/

http://www.kumamoto-ebooks.jp/


