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学校県劇

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。

        

主な舞台芸術公演 21 FebruaryJanuary

…休館日

熊本大学教育学部
附属中学校

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、10月22日（木）に県立劇
場で「附中文化の日」を開催した熊本大学教育学部附属中学校教諭の井
手口哲子先生にお話を伺いました。

32

昨年は津軽三味線、一昨年はピアノ、そして今
年はサクソフォン四重奏（カルテット・スピリタ
ス）と、毎年県立劇場で開催している附中文化
の日では生徒たちが幅広い音楽に触れる機会
を設けています。芸術家派遣コーディネート事
業という県立劇場の事業によるもので、多様で
素晴らしい生の演奏に触れることができ、とて
もありがたい取り組みですね。

附中文化の日の午後の部では、合唱コンクール
を開催します。7月から朝昼夕と練習を積み重ねて
きた子どもたちにとって、この県立劇場のステー
ジに立つことは特別なこと。本校は、校歌も斉唱
ではなく合唱で歌います。目指す生徒像を表した
校歌は当時の生徒が作りました。合唱コンクール

で「流浪の民」を歌う3年生の姿は、下級生のあこ
がれの的。「先輩たちのように歌いたい」という思
いがあるからこそ合唱という伝統が今も受け継
がれてきたのでしょう。在学生だけでなく、卒業生
も合唱に対する深い思いを抱いています。

子どもたちに求めるものは高いけれど、やれ
ばやっただけ返ってくる手応えのある毎日の中
で、私も勉強させてもらっています。合唱は、発
声の練習などを経て自分の声が変わった瞬間、
のめり込んでしまうもの。子どもたちにもその
瞬間を感じてほしいですね。

カルテット・スピリタスの軽快
な演奏とメンバーの顔を模
したオリジナル紙芝居に歓
声があがる

国立大学の附属
中学校。保護者の
方々の熱意が子ど
もたちの活動を支
えている

熊本市民劇場第381回例会  
無名塾『おれたちは天使じゃない』

問 熊本市民劇場
　☎096-322-0500

5（金）
6（土）

熊本県警察音楽隊　　　　　
第30回定期演奏会　　　　
県民ふれあいコンサート

問 熊本県警察本部広報県民課
　☎096-381-0110（内線2174）

6（土）

第31回 合唱祭　
問 熊本県小学校合唱教育研究会
　☎096-323-3264（日吉東小学校 本郷）

7（日）

熊本県学校ダンス発表会　
問 熊本県女子体育連盟
　☎096-273-6331（青木）

7（日）

第29回　                        
熊本市中学校吹奏楽祭

問 熊本市中学校吹奏楽研究会
　 ☎090-5488-0671（柿原）

13（土）

春風亭小朝 独演会　
問 熊本労音落語劇場
　☎096-354-2135

29（月）

平成27年度 第66回 熊本県
高等学校ダンス発表会

問 熊本県高等学校体育連盟
　 ☎096-384-1551（熊本商業高校 山下）

13（土）

第41回 九州公演 日本フィルin 
kyusyu 2016 熊本演奏会

問 熊本日本フィルの会
　☎096-354-2129

14（日）

熊本市子ども劇場連絡会　　
　ロバの音楽座「森のオト」

問 熊本市子ども劇場連絡会
　☎096-356-0741

14（日）

専修大学玉名高校 　
VENTURES 17th Concert

問 専修大学玉名高校　☎0968-72-4151

21（日）

第26回　　　　　　　　　　
碧落アンサンブル定期演奏会

問 碧落アンサンブル
　☎090-4585-7453（四

よ も だ

方田）

28（日）

全国幼稚園保育園ミュージック
フェスティバル2016

問 全日本幼児教育連盟
　☎096-285-8444

28（日）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

開場18：15／開演19：00／終演21：00
指揮：ヨハネス・ヴィルトゥナー
曲目：オペレッタ「こうもり」序曲、アンネン・ポルカ、ワルツ「ウ
イーンの森の物語」　ほか
料【全席指定】Ｓ席6,800円
　 Ａ席5,400円　Ｂ席4,000円

※学生・障がい者半額
※学生券は小学生～大学生（25歳未満）

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

6（水）
コ

パギャグニーニ　　　　　　
ニューイヤーコンサート2016

開場18：30／開演19：00／終演21：00
曲目：カルメン幻想曲（サラサーテ）、メヌエット ホ長調（ボッケ
リーニ）、ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー（U2）　ほか
料【全席指定】

一般5,000円
学生（22歳以下）2,500円
親子7,000円

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

8（金） 演

東京スカパラダイスオーケストラ 
2015－2016 Hall Tour

開場17：30／開演18：00／終演20：30
料【全席指定】5,940円（完売）
問 キョードー西日本

☎092-714-0159

11（月・祝）
演

第52回 熊工定演
開場13：00／開演13：30／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演20：30
昼の部・夜の部ともに二部構成
趣向を凝らした第一部コンサートステージとスピーディ＆パワフ
ルな第二部マーチングステージ
料【全席自由】

一般1,000円
高校生以下500円

問 熊本工業高等学校
☎096-383-2105（山本）

10（日） コ

第100回 熊響定期演奏会
開場13：00／開演14：00／終演16：00
指揮：山田 和樹（日本フィル正指揮者）
曲目：熊本幻想（外山雄三）
　　 交響曲第9番ニ長調(G.マーラー）
料【指定席】1,800円

【自由席】一般1,500円
　　　　大学生以下1,000円

問 熊本交響楽団
　 ☎090-4772-9090（日野）

「山田和樹氏によるマーラー特別講座」
　1月16日（土）開場13：30
　レクチャー（大会議室）／14：00～15：30
　公開リハーサル（コンサートホール）／16：00～17：00
　入場料：1,000円（先着150名）　

17（日）
 

コ

能楽ワークショップ
開場13：30／開演14：00／終演16：00
講師：喜多流能楽師 狩野 琇鵬氏、狩野 了一氏
プログラム：やさしい能楽の話、運び（歩行）・謡・能面の体験、
　　　　　装束着付け、仕舞の鑑賞
料 入場無料
問 熊本ユネスコ協会事務局（熊本県教育庁教育総務局文化課内）

☎096-333-2705

31（日） 大

第67回　　　　　　　　　　
熊本県高等学校連合音楽会

開場9：30／開演9：45／終演16：30
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）

15（金） コ

東北に希望を！東北支援       
チャリティコンサート

開場12：45／開演13：30／終演15：30
スペシャル・カルテット：西田 博（Vn.）、二村 裕美（Vn.）
　　　　　　　　　諸橋 健久（Vl.）、荒 庸子（Vc.）
ピアノ：石川由紀子、合唱：ホープネットワーククワイヤー
曲目：アイネ・クライネ・ナハトムジーク（W.A.モーツァルト）
　 　弦楽四重奏曲「アメリカ」（A.ドヴォルザーク）　ほか
料【全席自由】一般4,000円　大学生以下2,000円
問 ホープネットワーク
　 ☎090-3493-7096（上村）

11（月・祝） コ

玉名女子高等学校吹奏楽部　
ニューイヤーコンサート’16

開場14：30／開演15：00／終演18：00
1部：クラシック
2部：ポップス
3部：ステージマーチングショー
料【指定席】1,500円（県立劇場のみの取り扱い）
【自由席】一般1,000円

　　　　高校生以下500円
※当日は11：00よりホール入口にて入場整理券を配布

問 玉名女子高等学校
　☎0968-72-5161（米田）

24（日） コ

　　　　　　　　　　　　　　　親指こぞう -ブケッティーノ

29日　開場18：30／開演19：00／終演20：10
30日　開場10：30／開演11：00／終演12：10
　　　 開場14：30／開演15：00／終演16：10
31日　開場10：30／開演11：00／終演12：10
　　　  開場14：30／開演15：00／終演16：10
料【全席自由】3,000円

※高校生以下、障がいのある方は半額
（障がい者割引は県立劇場のみの取り扱い）

問 熊本県立劇場
☎096-363-2233

29（金）
～31（日）

演

　　　　　　　　　　　　　第31回 熊本県小学校合奏祭

30日　開場9：00／開演9：30／終演16：30
31日　開場8：30／開演9：00／終演16：30
県内の小学校の器楽部や吹奏楽部による音楽祭
料 入場無料
問 熊本県小学校器楽合奏研究会

☎090-6892-2918（丸目）

30（土）
31（日）

コ

1月満車予想カレンダー
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

県劇

県劇

コミュニケーション能力の育成に
資する芸術体験表現

演奏家派遣アウトリーチ事業

コミュニケーション能力を育むこと、豊かな想像力を引き出すことを目的に、児童・
生徒に対し芸術家による表現方法を用いた計画的・継続的なワークショップ等
の実技指導を行っています。今年度は演劇百貨店の柏木陽（かしわぎあきら）さん
と南波圭さんを講師に、県内の演劇関係者とともに６校の小・中学校、高等支援
学校に出かけています。（平成22年度から文部科学省の委託事業として実施）

講師／柏木 陽

平成27年度 文部科学省委託事業
コミュニケーション能力の育成に資する芸術体験表現 スケジュール

講師／南波 圭

和水町立菊水南小学校 10月
熊本市立松尾北小学校 10月、11月、平成28年１月
ひのくに高等支援学校 平成28年１月、２月

熊本市立河内中学校 ９月
山鹿市立米田小学校 10月
天草市立栖本小学校 ９月、11月、12月

熊本県立劇場では、公共ホールや学校等
にアーティストを派遣し、開催市町村と共
催で演奏会や出前授業等を実施していま
す。今年度は御船町、津奈木町、菊陽町、
益城町の小学校におじゃましています。

御
船
町

御船小学校

7月派遣

小坂小学校
七滝中央小学校

木倉小学校
高木小学校
滝尾小学校

津
奈
木
町

津奈木中学校
9月派遣津奈木小学校

平国小学校

菊
陽
町

菊陽中部小学校

10月派遣
菊陽北小学校

武蔵ヶ丘北小学校
菊陽西小学校

武蔵ヶ丘小学校 11月派遣
菊陽南小学校

益
城
町

広安小学校
平成28年2月

派遣予定
広安西小学校

益城中央小学校
広安西小学校

平成28年3月
派遣予定

津森小学校
飯野小学校

…休館日
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県劇       

ぴあ  ローソン

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
コンサートホール 演劇ホール 大会議室大

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

大谷楽器 ☎096-355-2248

熊日プレイガイド ☎096-327-2278

県劇       

ぴあ  ほか

「どんぐりころころ♪」リズム遊び

「目玉焼き」に見えるかな！？


