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学校県劇

※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 43 AprilMarch

ひのくに
高等支援学校

今回は、県立劇場がコーディネートする「文科省コミュニケーション
教育事業」に参加している、ひのくに高等支援学校の宮原真由美先生
にお話を伺いました。
※演劇家の柏木陽（あきら）さんと熊本の演劇人がワークショップを
行いました。

34

本校に通ってくる生徒たちはコミュニケーショ
ンに課題があったり、自己表現が苦手だったりと
いったところがあります。今日の柏木さんの芸術表
現活動ではノリノリで参加している生徒と、初めて
のことに戸惑っている生徒がいました。不安や緊
張、恥ずかしさ、語彙の少なさもあって、ある生徒
は一括りに「めんどくさい」と表現してしまうんです
ね。柏木さんは丁寧にそれを拾って本人に考えさせ
る場面を作ってくださっていました。とてもありが
たかったです。自分のこととして周りでハッとした
生徒もいたのではないでしょうか。課題を抱える生
徒たちには芸術表現活動はいい機会ですね。私た
ち教員もいい勉強をさせていただきました。

県内唯一の高等特別支援学校として平成13

年に開校した本校には、現在105名の生徒が在
籍しています。ここは“出口の学校”です。生徒た
ちのほとんどが、卒業後社会に出て就職すると
いうはっきりした目標を持っています。園芸科、工
芸科、クリーニング科、窯業科の4つの専門学科
では、働く習慣や態度、技能など働くための基本
的な力を身につけるために学んでいます。その彼
らの作業能力にはびっくりします。3年間の学校
生活を経た生徒たちは、入学した当初とはまるで
違って、私の目からみても驚くほど逞しく成長して
いきます。

“おっちゃん”こと柏木陽さん
とのじゃんけん真剣勝負に
挑む生徒たち。

県内唯一の高等特
別支援学校。遠隔
地から通う生徒のた
めの寄宿舎を併設し
ている。

熊本シティ・オペラ協会公演 
2016オペラ「椿姫」全3幕

問 熊本シティ・オペラ協会
　 ☎080-2713-5717

17（日）

熊本大学マンドリンクラブ　　 
スプリングコンサート2016

問 熊本大学マンドリンクラブ
　 ☎080-1773-7305（今村）

23（土）

第17回 ピカケスタジオ　　　　
ハワイアンフラ・タヒチアンダンス発表会

問 ピカケスタジオ
　 ☎096-343-1510

24（日）

熊本市民吹奏楽団 　　　　　　
第33回定期演奏会

問 熊本市民吹奏楽団
　 ☎090-8296-1506（髙橋）

29（金・祝）

熊本学園大学付属中学･高校　
吹奏楽部 第25回定期演奏会

問 熊本学園大学付属高校
　 ☎096-371-2551（横井）

30（土）

立川談春 独演会
問 キョードー西日本
　 ☎092-714-0159

30（土）
国際ソロプチミスト熊本 
女性と女児のためのチャリティー事業 

「レジェンド」コンサート
問 国際ソロプチミスト熊本
　 ☎090-2852-6163（牛島）

10（日）

県劇

県劇

熊本市民劇場 　　　　　　　
第382回例会 　　　　　　　
劇団青年座『からゆきさん』

問 熊本市民劇場
　 ☎096-322-0500

4（月）
～6（水）

3月満車予想カレンダー
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…休館…休館 日日

熊本県立第二高等学校吹奏楽部 
第39回定期演奏会

開場15：00／開演15：30／終演17：30
3部構成の演奏会
曲目：花燃ゆ、愛を叫べ、あなたに恋をしてみました
　　宮崎アニメメドレー、いとしのエリー　ほか
料 入場無料
問 第二高等学校吹奏楽部
　☎096-368-4125（岡山）

20（日・祝）
コ

第6回 熊本市立清水中学校　　　
吹奏楽部 定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：30
第1部：ルイ・ブルジョアの賛歌による変奏曲、
　　　スクーティンオンハードロック、ピノキオより第4楽章
第2部：ポップスステージ、ヒットメドレー2015
料 入場無料
問 清水中学校吹奏楽部
　 ☎096-345-2753（後藤）

20（日・祝） 演

第24回 熊本市立長嶺中学校　
吹奏楽部 定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
1st stage：クラシックステージ
2st stage：ポピュラーステージ
料 入場無料
問 長嶺中学校吹奏楽部
　 ☎096-368-9926（井野）

21（月・振）

第16回 お花見コンサート
開場13：30／開演14：00／終演16：30
東日本大震災復興支援チャリティコンサート
歌うことが生き甲斐！元気一杯の高齢者が集まる
二つの合唱団、合唱なかま「和」と赤とんぼ合唱隊
賛助出演：天使の園保育園
料 入場無料
問 岩代 千加子
　 ☎096-372-1846

27（日）

FULL

劇団カッパ座　　　　　　　　
熊本公演「雨の贈りもの」

開場12：30／開演13：00／終演15：00
頼りない父親オニと教育ママの母親オニの間で育った子供
ピッカリは、嫌になって下界の森に行きます
仲良くなった動物達と大好きなカッパのハッピちゃんと幸せに
過ごしていました
そんなある日、山火事が起きて大慌て…
とくに父親に見て頂きたい作品
料【全席自由】
　 中学生以上　1,600円
　 3歳～小学生　1,100円
　 ※当日は400円高
問 熊本カッパ友の会
　 ☎096-372-6670

27（日） 演第35回 熊本県立第一高等学校
合唱団 定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：15
平成27年度は、全日本合唱コンクール全国大会に九州代表
として43回目の出場をはたし、銀賞を受賞
Ⅰ：1・2年生によるアカペラステージ
Ⅱ：第一高校清香会音楽教室合唱団
Ⅲ：ポピュラーステージ
Ⅳ：第一高校合唱団OGステージ
Ⅴ：全学年によるステージ
料【全席自由】500円
問 第一高等学校合唱団
　 ☎096-354-4933（大原）

21（月・振）

県劇

県劇   ぴあ  

ローソン   ほか

Ensemble Labo. 
Kumamoto 第11回演奏会

開場13：45／開演14：30／終演16：20
指揮：鈴木 優人
曲目：「音楽の捧げもの」BWV1079から6声のリチェルカーレ    　　　
　　（J.S.バッハ）
　　ハイドンの主題による変奏曲op.56a（J.ブラームス）
　　交響曲第2番op.73（J.ブラームス）
料【全席自由】1,000円
問 アンサンブル・ラボ・クマモト
　 ☎090-9583-8843（中川）

13（日） コ

県劇        

 ほか

県劇  
ほか

県劇  ほか

コ

熊本県立熊本西高等学校音楽部 
第28回定期演奏会

開場17：00／開演17：30／終演19：30
第1部：吹奏楽オリジナルステージ
第2部：西高太鼓による演奏　ほか
第3部：ポップスステージ
料 入場無料
問 熊本西高等学校音楽部
　 ☎096-329-3711（満﨑）

24（木）
演

第11回 熊本高校吹奏楽部 　
BPコンサート

開場17：30／開演18：00／終演20：10
第1部：シンフォニア・ノビリッシマ（R.ジェイガー）、
　　　交響的断章（V.ネリベル）　ほか
第2部：ポップス・ステージ
第3部：交響詩「ローマの祭」全曲（O.レスピーギ）
料【全席自由】400円
　 ※当日100円高
　 ※未就学児無料
問 熊本高等学校吹奏楽部
　 ☎096-371-3611（牛嶋・本田・金子）

26（土）

第26回 熊本市立必由館高校 
音楽会　

開場13：30／開演14：00／終演16：30
合唱、箏曲、和太鼓、吹奏楽各部の演奏
料 入場無料
問 必由館高等学校
　 ☎096-343-0236（上段）

28（月）

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　

開場18：00／開演18：30／終演21：00
第1部：シンフォニックステージ
第2部：50th Anniversary Stage
第3部：バラエティステージ
料 入場無料
問 大津高等学校吹奏楽部
　 ☎096-293-2751（前田）

29（火）

第27回 東稜高校吹奏楽部     
定期演奏会　

開場17：30／開演18：00／終演20：00
第1部：吹奏楽オリジナル曲ステージ
　　　（2016年吹奏楽コンクール課題曲　ほか）
第2部：ポップスステージ（スターウォーズより　ほか）
料 入場無料
問 東稜高等学校吹奏楽部
　 ☎096-369-1008（米村）

30（水）

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～

開場13：30／開演14：00／終演16：00
料【全席自由】1,000円
問 熊本県立劇場
　 ☎096-363-2233

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 FULLFULL FULL

6（日）

FULL

コ

第21回 熊本市立桜木中学校
吹奏楽部 定期演奏会　

開場13：00／開演13：30／終演15：30
曲目：夢への冒険、マゼランの未知なる大陸への挑戦
　　ディズニーメドレー、ベストヒット2015　ほか
料 入場無料
問 桜木中学校吹奏楽部
　 ☎096-365-1641（西原）

13（日）
演

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　

開場16：00／開演16：30／終演19：00
第1部：クラシックステージ、OB・OGステージ
　　　（リバティーファンファーレ、レ・ミゼラブル　ほか）
第2部：オリジナルステージ（生徒脚本・演出による音楽劇） 
第3部：マーチングステージ（マンジョーネ・オープナー　ほか）
料 入場無料
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） コ

演

コ

コ

コ

コ

コ

FULL

FULL

FULL

32#県劇練習室の風景

文字のない時代から神々への祈りを捧げる
ための踊りとして生まれたフラ。その歴史、踊
りの意味など大変奥深いものです。ハワイの
歴史そのものである伝統あるフラを忠実に
伝承していきます。教室は下通にあって仕事
帰りのレッスンにも最適。活動は火の国まつ
り・体操フェスティバル・いぶすきフラフェス
ティバル参加、老人福祉施設への訪問等。

フィ イア オ カフラ（フラダンス）

活動予定 木曜13：00
 金曜14：00／20：30
問い合わせ 090-7298-3483（渡邉）
HPアドレス http://www.hula-kumamoto.com/

熊本県立劇場広報誌「ほわいえ」
定期購読のご案内

ホームページで県内の催し物情報を
ご紹介しています

ご自宅へ「ほわいえ」をお届けします。ご住所、お名前と「広
報誌定期購読希望」と明記いただき、郵送料として希望す
る月数分の82 円切手を下記の宛先までお送りください。

お申し込み先
〒８６２-０９７１　熊本市中央区大江２丁目７番１号
熊本県立劇場　広報誌定期購読 係

熊本県立劇場のホームページで、県内で開催予定の主な
舞台芸術公演の情報をご確認いただけます。
> 熊本県内公立文化施設の主な舞台芸術公演
   http://www.kengeki.or.jp/main_event


