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6/11、12 バンドフェスタ2016
バンドフェスタ実行委員会　（本田）
080-1774-3077

6/12
サムライ・ロック・オーケストラ2016　熊本公演
※延期検討中

ＳＲＯ運営事務局（平日11：00～18：00）
03-5738-5438

6/18 熊本市中学校吹奏楽研究会　コンクール合同研究会
熊本市中学校吹奏楽研究会（柿原）
090-5488-0671

6/16 スロバキア国立オペラ2016熊本公演
※払戻しは購入したプレイガイドまで
【払戻し期間 5/2～6/30】

熊本スロバキア国立オペラ実行委員会
090-2588-1706（本田）、090-8228-5956（橋本）

6/19 熊本シンフォニックウインズ　第22回定期演奏会
熊本シンフォニックウインズ　（中ノ森）
096-339-8997

6/17
学校事故対応に関する管理職講習会
※延期予定

熊本県教育庁教育指導局体育保健課
096-333-2712

6/21
米国空軍太平洋音楽隊—アジア　パシフィック・ショーケース・コンサート
※開催中止

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2720地区熊本南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
096-211-2720

6/18
平成28年度熊本県看護協会通常総会・職能別交流会
※開催場所変更…通常総会→6/18熊本県看護研修センター
　　　　　　　　職能別交流会→開催中止

熊本県看護協会
096-369-3203

6/24
平成音楽大学ブラスオーケストラ2016演奏会
※会場変更　6/24熊本テルサ・テルサホール開場18：30/開演19：00

学校法人御船学園　平成音楽大学
096-282-0506

6/19
熊本ハワイアン音楽協会　第4回記念公演
※延期検討中

熊本ハワイアン音楽協会
0964-53-0603

6/25、26
第39回 全日本おかあさんコーラス 九州大会
※会場変更　西都市民会館

熊本県合唱連盟
090-2582-7787

6/20
社会保険事務説明会
※延期検討中

日本年金機構熊本西年金事務所
096-353-0142

7/3
吹奏楽「初夏の練習会」2016
※開催中止

「初夏の練習会」実行委員会
090-1515-0163

6/24
第46回　熊本県精神障がい者家族大会
※開催日変更　9/29

一般社団法人熊本県精神障害者福祉会連合会
096-358-4054

7/7
平成28年度九社連老人福祉施設協議会職員研究大会
※開催中止

熊本県老人福祉施設協議会
096-324-5462

6/25
平原綾香 CONCERT TOUR 2016～LOVE～
※開催中止

株式会社　キョードー西日本
092-714-0159

7/10
第60回熊本県吹奏楽コンクール及び第61回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選
※会場変更　荒尾総合文化センター

熊本県吹奏楽連盟
096-356-3271

6/26
中島美嘉 コンサート
※開催中止

株式会社　キョードー西日本
092-714-0159

7/14
辻井伸行　加古 隆　レ・フレール　ＴＨＥ　ＰＩＡＮＩＳＴ！
※延期検討中

※払戻しは購入したプレイガイドまで
【払戻し期間6/11～7/31】

公益財団法人 熊本県立劇場
096-363-2233

6/28
株式会社ヤマックス 第53回定時株主総会
※開催日変更　6/29　水前寺共済会館

株式会社　ヤマックス
096-381-6411

7/16、17
平成28年度熊本県合唱コンクール(兼)第71回九州合唱コンクール熊本県予選
※開催変更　7/23～24　大牟田市民会館

熊本県合唱連盟
090-2582-7787

7/2
熊本学園大学　第49回 MUSIC FESTIVAL
※延期検討中

熊本学園大学音楽サークル協議会
090-6897-1863

7/18
クシシュトフ・ヤブウォンスキ　ピアノ リサイタル
※開催変更　7/18　熊本白川教会　開場13：30/開演14：00

080-3905-4532（河野） 7/3
DANCE EXPRESS in 熊本4
※開催中止

サカイキタガワダンス教室
096-326-5432

7/21
帰ってきた！中川ハカセの“ピアノ解体新書”
※開催日変更

公益財団法人 熊本県立劇場
096-363-2233

7/5
新版喜劇　極楽町一丁目 ～嫁姑千年戦争～
※開催中止

熊本朝日放送（株）
096-359-9051

7/23～31
第60回熊本県吹奏楽コンクール及び第61回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選
※荒尾総合文化センター

熊本県吹奏楽連盟
096-356-3271

7/6
平成28年度 熊本県建設業労働災害防止大会
※開催変更　7/7　ホテルキャッスル13：00～

建設業労働災害防止協会　熊本県支部
096-371-3700

8/1
スペイン国立管弦楽団
※開催中止

※払戻しは購入したプレイガイドまで
【払戻し期間6/7～8/1】

オフィス・ムジカ
096-355-7315

7/17
第2回 水の国高校生フォーラム
※他会場での開催検討中

水の国実行委員会事務局TKU事業局
096-351-1140

8/4、5
第83回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　～熊本県コンクール～
※検討中

ＮＨＫ熊本放送局
096-326-8205

7/18
狂言三代　二十周年特別記念公演　夏季狂言の会
※開催場所変更　宇土市民会館

（株）ノマ企画
083-246-6266

8/7
岡幸二郎　ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｺﾝｻｰﾄ2016 「ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙⅡ」
※開催中止

（株）Ｍ.Ｉ.Ｏ．
096-288-6696

7/22
熊本市情報モラル教育セミナー
※開催中止

熊本市教育センター
096-359-3200

8/14
熊本ユースシンフォニーオーケストラ 第48回定期演奏会
※開催変更　8/12　熊本テルサ　19：00～

熊本ユースシンフォニーオーケストラ
096-382-8772

8/1
平成28年度 熊本市学校給食関係者研修会
※日程変更検討中

熊本市教育委員会健康教育課
096-328-2728

8/16、17
第26回 グレンツェンピアノコンクール 熊本予選
※開催中止

（有）グレンツェンピアノ研究会
0995-22-4158

8/7
タカコバレエスタジオ・大津バレエ教室 合同発表会リサイタル2016
※別会場開催検討中

タカコバレエスタジオ
096-242-7136

8/20
2016年度　九州学院高等学校　入試説明会
※開催変更　8/20　九州学院体育館

学校法人　九州学院
096-364-6134

8/9
平成28年度 防災教室講習会
※別会場にて開催予定

熊本県教育庁教育指導局体育保健課
096-333-2712

8/21
国立音楽大学　創立90周年記念 くにたちコンサート
※開催中止

国立音楽大学熊本県同調会
096-245-2720

8/11
熊本子どもミュージカル　第4回公演
※会場変更　八代市厚生会館 14：30開演

児童劇団｢大きな夢｣熊本子どもﾐｭｰｼﾞｶﾙ
090-2719-4008

8/17
わかったさんのクッキー
※開催変更　日程調整中　熊本白川教会

公益財団法人 熊本県立劇場
096-363-2233

8/24
COPPELIA BALLET ART STAGE2016 Vol.24
※開催場所変更　熊本市植木文化センター

こっぺりあ・バレエ・アート
096-363-2766
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チケットの返金について 問合せ先・主催者 8/25

平成28年度 全日本同和会熊本県連合会研修大会
※開催中止

全日本同和会熊本県連合会
096-382-46141

6/14
雇用保険説明会
※別会場にて開催

熊本公共職業安定所
096-371-8337

8/30
スワンバレエスクール スワン セーヌ 2016 Vol.34
※開催中止

スワンバレエスクール
096-382-1796

6/15～17
運行管理者等基礎講習
※延期検討中

自動車事故対策機構熊本支所
096-322-5229

6/28
社会保険事務説明会
※開催中止

日本年金機構熊本西年金事務所
096-353-0142

7/3
サマーキャンプ説明会
※開催中止

NPO法人自然を愛する会
096-366-9411

7/9
アフリカの子どもの日 in Kumamoto
※別会場検討中

熊本県ユニセフ協会
096-326-2154

7/10
テイチク吟詠コンクール
※延期検討中

テイチク吟詠協会西日本本部
096-369-6530

7/13
危険物取扱者保安講習
※開催日変更　8/30

熊本県危険物安全協会
096-325-6316

7/22
邦楽ワークショップ
※開催変更　8/12　男女共同参画センターはあもにい

公益財団法人 熊本県立劇場
096-363-2233

8/10
夏季音楽講習会
※菊陽町光の森町民文化センターキャロッピア　9：30～16：00

熊本県小学校教育研究会音楽部会
090-2853-9074

【大会議室】

【コンサートホール】 【演劇ホール】


