
学校県劇
vol.

※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 12December

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14日（金）に演奏
家派遣アウトリーチ事業を開催したあさぎり町立免田小学校の
校長、吉村英亀先生にお話を伺いました。

38

本校では、劇団や演奏家の方を招き、体育館
などで観劇や演奏会を行うことはありますが、
教室という小さな空間でプロの生演奏に耳を
傾けることは、児童にとって貴重な体験となるの
ではないかと思い、アウトリーチ事業を開催いた
しました。
今回は、5年生2クラス60名を対象とし、サク

ソフォン演奏家の西口新一郎さんとピアノ演奏
家の本田美紀さんに来校いただきました。普段、
見聞きすることのないサクソフォンという楽器
にみんな興味津々の様子で、演奏が始まるやい
なや、身を乗り出したり、のぞき込んだり、じっと
お二人を見つめていたのが印象的でした。マウ
スピースとホース、じょうごを組み合わせた西口

さんお手製の楽器に挑戦する時間もあり、音
の出る仕組みを知り、音を出す難しさや吹く人
によって音色が変わる面白味に気付いたようで
す。また、中学生の時にサクソフォンに出合い、
プロの演奏家となった西口さんのお話は、キャ
リア教育という面でも刺激となりました。質疑
応答では児童自ら挙手し、質問や感想を発表す
るなど、ただ のではなく積極的に
できたように思います。児童はもちろん、教員に
とっても大きな学びになりました。今後もぜひ
開催していきたいです。

緑豊かなあさぎり
町の中心部にある
免田小学校。

12月満車予想カレンダー

36#県劇練習室の風景

私たちフルートアンサンブル「ラ.フェリーチェ」
は、フルーティストの大村友樹氏（九州交響楽団
首席フルート奏者）の指導のもと、月2回の練習を
行っています。ピッコロから、アルト、バスフルート
などの特殊管を入れてフルートオーケストラという
形での演奏で、クラシックから、ポピュラー、オリ
ジナルまで幅広い曲を演奏しています。

フルートアンサンブル
「ラ.フェリーチェ」（室内楽）

活動予定 平成29年1月28日（土）15：00～、19：00～
 レンタルスペース＆サロン「Dolce」
 「真冬の宴～バロックの響きと舞」
問い合わせ 090-9592-0364（松島）
 niji0239@gmail.com

チケット取り扱い

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

熊日プレイガイド ☎096-327-2278

仮面ライダースーパーライブ
２０１７

問 KABイベント
　☎096-359-9051

７（土）

熊本銀行                       
ニューイヤーコンサート2017

問 熊本銀行総合企画部総務広報G
　☎096-385-1145

１１（水）

…休館日

第５３回 熊工定演
問熊本県立熊本工業高等学校
　☎096-383-2105（山本）

７（土）

西口さんが持参した楽器に
挑戦する子どもたち。

1January

第20回 高文連吹奏楽部　　
新人コンクール

開場9：00／開演9：30／終演18：30
熊本県高等学校文化連盟に加盟する学校の生徒たちによ
る、バトン・マーチング・吹奏楽のコンクール。
料入場無料
問熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部
　☎096-384-1551（藤本）

２０（火） コ

第68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音楽部
　☎096-368-4125（南）

２０（金）

玉名女子高等学校吹奏楽部　
ニューイヤーコンサート

問 玉名女子高等学校吹奏楽部
　☎0968-72-5161（米田）

２２（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）

２９（日）

第32回 熊本県小学校合奏祭

問 熊本県小学校器楽合奏研究会
　☎096-343-1178（丸目）

２８（土）
２９（日）

パーヴォ・ヤルヴィ指揮　　  　
ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団

開場18：15／開演19：00／終演21：00
指揮：パーヴォ・ヤルヴィ　ヴァイオリン：樫本 大進
曲目：シューマン/ゲノヴェーヴァ序曲
 　 　ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲ニ長調
 　 　ブラームス/交響曲第1番ハ短調
料【全席指定】Ｓ席10,000円
　　　　　　Ａ席8,000円
　　　　　　Ｂ席6,000円
　※高校生以下、障がいのある方3,000円引き
問熊本県立劇場　☎096-363-2233

1（木） コ

FULL

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

BUS

陸上自衛隊第8師団　　　　　
第41回定期演奏会

開場17：30／開演18：00／終演20：00
出演：第8音楽隊、焔児太鼓
フレーズ：未来へ～地域とともに～
料入場無料　※要整理券
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）

3（土） コ

FULL

BUS

県劇   

ほか

学園創立45周年 プレイベント　　
平成音楽大学開学15周年記念　
平成音楽大学2016　　　　　　
華麗なる音楽の祭典

開場18：00／開演18：45／終演21：00
総勢300人による音楽の祭典。　　　　　　　　　　　
曲目：ベートーヴェン/合唱幻想曲
      出田 敬三/オペラ「南風吹けば楠若葉」　ほか
出演：出田 りあ（マリンバ）、高田 正人（テノール）　ほか
料【全席自由】一般3,000円　　　　　　　　　　　　
　　　　　学生（※大学生以下）2,000円

問 平成音楽大学　☎096-282-0506（演奏課）

８（木） コ

FULL

県劇   

ほか

三代目、りちゃあど
開場18：15／開演19：00／終演21：30
日本・シンガポール・インドネシア国際共同制作
作：野田 秀樹、演出：オン・ケンセン
※開演25分前よりプレトークを開催 
料【全席指定】Ｓ席3,000円　Ａ席2,000円
　※高校生以下、障がいのある方は各半額
問熊本県立劇場　☎096-363-2233

８（木）

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

演

FULL

BUS

第41回 全国高等学校総合文化祭
音楽部熊本県代表者選考会

開場10：00／開演10：20／終演16：30
来年度宮城県で開催される、第41回全国高等学校総合文
化祭への熊本県代表を決めるコンクール。
料入場無料
問熊本県高等学校文化連盟音楽部　☎096-368-4125（南）

１４（水）
コ

FULL

イングリッド・フジコ・ヘミング　
ピアノ・ソロ・コンサート 2016

開場18：00／開演19：00／終演未定
料【全席指定】ＳＳ席12,000円（完売）
　Ｓ席10,000円、Ａ席8,000円
　※当日各1,000円高
問ＲＭＰチケットセンター
　☎096-273-7038

１５（木） コ

県劇   ぴあ  ローソン  
ほか

FULL

BUS

ミュージカル  　　　　　　　 
「ウエストサイド物語」

15日　開場18：00／開演18：30／終演21：10
16日　開場13：00／開演13：30／終演16：10
新たにジョーイ・マクニーリー氏を招き、演出も衣装も一新。エモー
ショナルな演出で、若者の悲しみや痛みとともに、貧困や人種差別
という今日の社会問題までもを圧倒的なパフォーマンスで描き出す。
料【全席指定】Ｓ席8,640円
　Ａ席6,480円、Ｂ席3,240円
　※3歳以上有料（膝上鑑賞不可）
　※3歳未満の着席鑑賞は有料
問劇団四季 福岡オフィス　☎092-482-2013

１５（木）
１６（金）

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

FULL15日   
のみ 

演

熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
第53回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
曲目：ムソルグスキー（ラヴェル編）/組曲「展覧会の絵」
　　ボロディン/歌劇〈イーゴリ公〉より「ダッタン人の踊り」
　　ブラームス/交響曲第1番
料【全席自由】500円（当日700円）　※未就学児無料
問熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
　☎090-1975-4412（白井）/080-6423-5671（徳永）

１７（土）
コ

県劇
ほか

２０１６ 清塚信也　　　　　　
ピアノリサイタル

開場13：00／開演13：30／終演15：30
曲目：ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番第2楽章
　　 ショパン/ポロネーズ第6番変イ長調Op.53「英雄」
　　 清塚 信也/Baby, God Bless You　ほか
料【指定席】Ｓ席一般3,800円、高校生以下2,800円
　　　　　Ａ席一般3,300円、高校生以下2,300円
　【自由席】一般2,800円、高校生以下1,800円
　※当日各500円高
問大谷楽器　☎096-355-2248

１８（日） コ

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

FULL

アフロキューバンビーツ　　  
ラテンコンサート 2016　　 
（公演中止）

開場17：30／開演18：00／終演21：00
※主催者の都合により公演中止となりました
問熊本学園大学軽音楽ラテン・ムードミュージック研究部
　☎080-2693-9630（佐伯）

１７（土） 演

美羽バレエフェスティバル
2016 スペシャル ガラ コンサート

開場16：00／開演16：30／終演19：00
ロシアや東京のバレエ団からも旧知のアーティストが
応援出演し豪華な舞台をお届け。
ゲスト：ヤロスロフ・サレンコ、ニキタ・シェチェクロフ、高岸 直樹
料【全席自由】2,000円
問美羽バレエアカデミー後援会事務局
　☎080-1702-8459（青木）

１８（日） 演

FULL

県劇   

ぴあ  ほか

佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・
オーケストラ 熊本公演

開場18：15／開演19：00／終演未定
指揮：佐渡 裕　ゲスト：キュウ・ウォン・ハン（バリトン）
曲目：ジェイガー/シンフォニア・ノビリッシマ
　　ファリャ/バレエ音楽〈恋は魔術師〉より「火祭りの踊り」
　　ストラヴィンスキー/バレエ音楽〈火の鳥〉（1919年版）　ほか
料【全席指定】Ｓ席7,000円
　Ａ席6,000円、Ｂ席5,000円
　※高校生以下、障がいのある方半額
問 KABイベント　☎096-359-9051

２１（水）
コ

FULL BUS

県劇   ぴあ
　　　　 ローソン  ほか

第20回 ポロニア コンサート
開場13：00／開演13：30／終演16：00
熊本出身の桐朋学園大学在学生によるコンサート。
曲目：メンデルスゾーン/厳格なる変奏曲Op.54
　　シューマン/ピアノソナタ第2番第1楽章　ほか
料【全席自由】1,000円
問熊本桐朋会ポロニア　☎090-2714-5907（谷脇）

２３（金・祝） コ

県劇
 

ほか

熊本県民第九の会 第33回　
演奏会 ベートーヴェン「第九」

開場13：45／開演14：30／終演16：30
料【指定席】一般4,000円
　【自由席】一般3,000円　高校生以下1,500円
　※当日各500円高
問 熊本県民第九の会事務局　☎090-2851-1007（坂口）

２５（日） コ

FULL

県劇   

ほか

…休館日

あさぎり町立
免田小学校

東原ピアノ教室発表会＆　　　
masミニファミリーコンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：30
料 入場無料
問東原ピアノ教室　☎090-8355-2147（東原）

２３（金・祝） 大

能楽講座「漱石と能」
開場13：30／開演14：00／終演16：00
料 入場無料　※要事前申込
問熊本県立劇場　☎096-363-2233

２4（土） 大

熊本大学マンドリンクラブ　　
第59回定期演奏会 

開場14：00／開演14：30／終演16：30
曲目：アルファマの情事、マッチ売りの少女、星の庭　ほか
料【全席自由】400円　※小学生未満無料
問熊本大学マンドリンクラブ　☎090-3666-9379（黒木）

4（日）

県劇

コ

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 大 大会議室

熊本市民劇場第386回例会　
劇団前進座『切られお富』

3日　開場18：00／開演18：30／終演21：10
4日　開場13：00／開演13：30／終演16：10
5日　開場13：00／開演13：30／終演16：10
作：河竹 黙阿弥　演出：中橋 耕史
出演：藤川 矢之輔、河原崎 國太郎、嵐 芳三郎　ほか
料会員制
問熊本市民劇場　☎096-322-0500

3（土）
～5（月）

FULL３日   
4日   

BUS ３日   
のみ 

演

男声合唱団KGC　             
創立10周年記念　　　　　　
第4回演奏会

問 ☎080-2788-3181（河野）

8（日）

県劇

熊本シティオペラ協会公演　 
熊本地震復興応援　　　　
ニューイヤーオペラ2017　
「椿姫」全3幕

問「椿姫」公演事務局
　☎080-2713-5717（渡辺）

９（月・祝）

県劇

ザ・ニュースペーパー　　　　
新春爆笑ライブ

問 KAB熊本朝日放送
　☎096-359-9051（平日10：00～18：00）

１３（金）

県劇

佐々木典子＆大澤一彰　　　
デュオリサイタル

問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

１５（日）

県劇

 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
閉
鎖

閉
鎖

閉
鎖

FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL

COSMIC RECITAL        
50th Anniversary

開場17：00／開演17：30／終演21：00
スイングバンドの演奏会。曲目：In the mood、The Queen Bee　ほか
料 入場無料
問 熊本学園大学スイングバンド研究部　☎090-3603-1698（鶴本）

２３（金・祝） 演

CAPCOM LIVE！ 　　　　　
熊本チャリティ公演

開場18：00／開演19：00／終演21：00
カプコンオフィシャルゲーム音楽コンサート。
料入場無料　※要事前申込
問異彩　☎080-3183-8920（田中）

２2（木） 演


