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31#県劇練習室の風景

美しいバレエを踊るために必要なものは弛
まぬ努力、鍛練。海外でも活躍している卒業
生たちの背中は、「夢を夢で終わらせない」と
いう確かな意志を生徒たちに伝えます。バレ
エを通して強い精神力、思いやりの心を育ん
で、自ら道を切り開くしなやかな逞しさを身
につけてほしいと願っています。３歳から主
婦の方まで男女問わず広い年代の方がバレ
エに励んでいます。

ユリコバレエスタジオ（バレエ）

活動予定 詳細はお問い合わせください
問い合わせ 090-7455-0424（田上 由里子）

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 32 March
February

菊陽町立
菊陽西小学校

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、12月23日（水・祝）に演
奏家派遣アウトリーチ事業「第５回みんなできくよう♪Trio Colore 
コンサート」に出演した菊陽町立菊陽西小学校音楽部。当日、リハーサ
ルを終えたばかりの顧問 吉井真理先生にお話を伺いました。

33

今日のコンサートで演奏する「そりすべり」で
は緒方愛子さん（ヴァイオリン）、西口新一郎さ
ん（サクソフォン）、山本亜矢子さん（ピアノ）と共
演。プロの演奏家との共演に子どもたちは喜び
と緊張を感じているようです。

演奏家派遣アウトリーチ事業では本校の６年
生が間近にその演奏に触れました。サクソフォン
のトーンホールをおさえる時のカパカパといった
音が聞こえるほど近くで演奏を聴く機会はこれま
でなかったので、音楽に苦手意識を感じている子
も積極的に手をあげている姿をみて、刺激の大き
さを感じました。音楽部の６年生は殊更、今日を
楽しみにしていたのではないでしょうか。

部活の週３回の練習は、子ども達も習いごと

など忙しく、全員がそろうのは困難です。限られ
た時間の中、真面目に練習に打ち込む姿にそれ
でも音楽を好きだという気持ちを感じます。

合奏は自分のことだけ考えていてはうまくいき
ません。演奏するうえでの自分の役割を感じな
がら全員で曲を作る。そこが合奏の一番大事な
ところで難しいところです。協力する、助け合う、
教えあう、仲間づくりを一番に考えています。そ
うして初めていい演奏も生まれる。音楽が盛ん
な熊本で、次はコンクールでいい演奏をすること
を目標に練習に励みます。

吉井先生指揮のもと、コン
サート直前のリハーサルに
真剣な表情で臨む児童たち

新興住宅地 光の森
にある同校。教育、
芸術、スポーツに熱
心な家庭も多い

第21回 熊本市立桜木中学校
吹奏楽部定期演奏会

問 桜木中学校吹奏楽部
　☎096-365-1641（西原）

13（日）

東海大学付属熊本星翔高等学校
吹奏楽部 第25回定期演奏会

問 東海大学付属熊本星翔高等学校吹奏楽部
　☎096-382-1146（市原）

19（土）

熊本県立第二高等学校吹奏楽部  
第39回 定期演奏会

問 第二高等学校吹奏楽部　☎096-368-4125（岡山）

20（日・祝）

第6回 熊本市立清水中学校　　
吹奏楽部 定期演奏会

問 清水中学校吹奏楽部　☎096-345-2753（後藤）

20（日・祝）

第35回 熊本県立第一高等学校
合唱団 定期演奏会

問 第一高等学校合唱団　☎096-354-4933（大原）

21（月・振）

第24回 熊本市立長嶺中学校　
吹奏楽部 定期演奏会

問 長嶺中学校吹奏楽部　☎096-368-9926（井野）

21（月・振）

熊本西高等学校音楽部　　　　
第28回定期演奏会

問 熊本西高等学校音楽部　☎096-329-3711（満﨑）

24（木）

第11回 熊本高校吹奏楽部　　
BPコンサート

問 熊本高等学校吹奏楽部
　☎096-371-3611（牛嶋・本田）

26（土）

第26回　　　　　　　　　　
熊本市立必由館高校 音楽会

問 必由館高等学校
　☎096-343-0236（上段）

28（月）

第27回 東稜高校吹奏楽部      
定期演奏会

問 東稜高等学校吹奏楽部
　☎096-369-1008（米村）

30（水）

創部50周年記念　　　　　　
熊本県立大津高等学校吹奏楽部
第50回 定期演奏会

問 大津高等学校吹奏楽部
　☎096-293-2751（前田）

29（火）

第16回 お花見コンサート
問 岩代 千加子
　☎096-372-1846

27（日）

劇団かっぱ座熊本公演　　　
「雨の贈りもの」

問 熊本カッパ友の会
　☎096-372-6670

27（日）

ホームページ バナー広告募集

熊本県立劇場ホームページ（http://www.kengeki.or.jp/）
のトップページに掲載するバナー広告を募集しています。
公演の宣伝、メンバー募集、団体PR等、芸術文化に興味が
ある方が集う劇場ホームページのバナー広告を広報ツールと
してぜひご利用ください。

※平成26年度の月間アクセス数（トップページ）は、
　平均約91,000ページビューです。

お問い合わせ・お申し込み
熊本県立劇場　☎096-363-2233

Ensemble Labo.
Kumamoto 第11回演奏会

問 Enseｍble Labo. Kumamoto
　☎090-9583-8843（中川）

13（日）

県劇

クラシックの小箱Vol.10      
第10回記念コンサート　　　
～春風にのせて～

問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

6（日）

県劇

2月満車予想カレンダー
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…休館日 …休館日

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」
開場13：30／開演14：00／終演16：00
子どもから大人まで楽しめる吹奏楽・ステージドリルの演奏会
ゲスト：チューバマンショー、長崎県警察音楽隊
料 入場無料
　※要事前申し込み
問 熊本県警察本部広報県民課
　☎096-381-0110（内線2174）

6（土）

FULL

コ

第31回 合唱祭　
午前の部　開場　9：00／開演　9：20／終演12：00
午後の部　開場12：50／開演13：20／終演16：00
熊本県内小学校の合唱の発表会
料 入場無料
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）

FULL

コ

第58回　　　　　　　　　　
熊本県学校ダンス発表会　

開場12：30／開演13：00／終演16：00
創作ダンスの発表会
料【全席自由】
　 一般・大学600円
　中高生400円
　小学生300円
問 熊本県女子体育連盟　☎096-273-6331（青木）

7（日） 演

FULL

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

開場9：00／開演9：30／終演16：00
熊本市内中学校の吹奏楽部による演奏会
料【全席自由】 
　500円（小学生以上）
問 熊本市中学校吹奏楽研究会
　 ☎090-5488-0671（柿原）

13（土）

FULL

コ

平成27年度 第66回 熊本県 　 
高等学校ダンス発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
熊本県内の高校生によるダンス発表及びコンクール
料 入場無料
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） 演

FULL

熊本市子ども劇場連絡会　  　 
ロバの音楽座「森のオト」

開場13：30／開演14：00／終演15：20
創立30周年記念作品
ロバの音楽座による夢いっぱいのコンサート
料 会員制
問 熊本市子ども劇場連絡会
　☎096-356-0741

14（日） 演

FULL

第26回　　　　　　　　　　
碧落アンサンブル定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
1部：ナヴァル・ブルー（真島俊夫）、シール・ララバイ（E・ウィテカー） ほか
2部：歌劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（R・ワーグナー） ほか
3部：ポピュラーステージ
料【全席自由】
　 中学生以上 500円
　 小学生 100円
問 碧落アンサンブル
　☎090-4585-7453（四

よ も だ

方田）

28（日） コ

FULL

全国幼稚園保育園ミュージック　
フェスティバル2016

開場11：30／開演12：00／終演15：00
園児による日本太鼓の発表会
料【全席自由】※当日券のみ
　中学生以上 1,000円
　小学生 700円
問 全日本幼児教育連盟
　☎096-285-8444

28（日）
演

FULL

第41回 九州公演　　　　　　
日本フィルin kyusyu 2016   
熊本演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
指揮：下野 竜也（読売日本交響楽団）
ソリスト：宮田 大（チェロ）
曲目：歌劇「フィガロの結婚」序曲（モーツァルト）
　　チェロ協奏曲（ドヴォルジャーク）
　　交響曲第2番（ブラームス）
料【全席指定】
　Ｓ席7,000円
　Ａ席6,000円
　Ｂ席4,500円
問 熊本日本フィルの会
　☎096-354-2129（平日10：30～18：00）

14（日）

FULL

県劇       

ぴあ  ローソン
 ほか

コ

　　　　　　　　　　　　　　舞台技術の基礎講座

19日　18：30～21：00
20日　　9：00～16：30
お芝居の舞台美術や照明のプランニングから仕込み、上演、バラ
シまでを実際に体験することで、舞台技術の基礎を学べる講座
19日：オリジナル脚本に沿った技術スタッフのプランニングを体験
20日：仕込み～上演～バラシ
料 受講無料
　※要事前申し込み
　※募集定員20名（高校生以上、両日参加できる方）
問 熊本県立劇場　☎096-363-2233

19（金）・
20（土）

演

専修大学玉名高校 　　
VENTURES 17th Concert

開場13：00／開演13：30／終演16：00
14年連続マーチングバンド全国大会出場校のコンサート
カラーガード、ドラムのみのステージも必見
料【指定席】1,500円
　【自由席】高校生以上1,000円
　        小・中学生500円
問 専修大学玉名高校
　☎0968-72-4151（浜田）

21（日） 演

FULL

ほか

春風亭小朝 独演会　
開場18：30／開演19：00／終演21：00
料【全席指定】
　Ｓ席4,500円
　Ａ席3,900円
　Ｂ席3,300円
問 熊本労音落語劇場
　☎096-354-2135

29（月） 演

県劇      
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

会場情報
演コ コンサートホール 演劇ホール 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

FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL

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』

5日　開場18：00／開演18：30／終演21：05
6日　開場13：00／開演13：30／終演16：05
作：アルベール・ユッソン
訳・演出：丹野 郁弓
出演：仲代 達矢、松崎 謙二、赤羽 秀之　ほか
映画、舞台と上演されてきた作品。三人の囚人の一人を仲代
達矢が演じ、新たにストレートプレイとして上演
人間の中にひそむ「善」と「悪」という根本的な問題に触れる
奥の深い作品
料 会員制
問 熊本市民劇場
　☎096-322-0500

5（金）
6（土）

5日

演

FULL6日

広告の規格
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