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箏・フラメンコ・ピアノが高いクオリティーで融合したエ
キサイティングなステージ。 全国でもめずらしい異色コ
ラボユニットが、ジャンルを超えた感動をお届けします。

日時　12月4日（日）　開場 13：00　開演 14：00
会場　 八代市厚生会館ホール
料金　【全席自由】一般1,500円、高校生以下1,000円
 ※就学未満のお子様のご入場はご遠慮ください （託児サービスあり）
出演　【トリニティ】藤川 いずみ（新箏）
 　　　　　林田 紗綾（フラメンコバイレ）
 　　　　　志娥 慶香（ピアノ・作曲）
 【ゲスト】マヌエル・デ・ラ・マレーナ（カンテ）
  エミリオ・マジャ（フラメンコギター）
主催　八代市、（公財）熊本県立劇場
問い合わせ　八代市厚生会館　☎0965-32-3196

箏・フラメンコ・ピアノ
TRINITY（トリニティ） 今月開催！

プレイガイド
八代市厚生会館
八代市鏡文化センター　ほか

ネットワーク事業

今月開催！

花形狂言

日時　平成29年2月19日（日）　開場 13：30　開演 14：00
会場　演劇ホール
料金 【全席指定】Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円

※高校生以下、障がいのある方は半額
出演 茂山 千五郎、茂山 宗彦
 茂山 茂、茂山 逸平、茂山 童司
演目 狸山伏、寄せ笑い、my sweet home　ほか

江戸時代より400年に
わたり続く狂言の名家、
京都・大蔵流 茂山千
五郎家。そんな歴史と
伝統を誇る茂山家の
若手メンバーからなる
HANAGATA。若手とい
えども、３０年を超え
る芸歴をもつ狂言師たちが魅せる確かな芸は
本物。彼らHANAGATAが、古典芸能の枠を超
え、新感覚の舞台を繰り広げます。

プレイガイド
天草市民センター
牛深総合センター　ほか

チアーズ・トリオ
コンサート

日時　12月18日（日）　開場 13：30　開演 14：00
会場　天草市民センター
料金　【全席自由】1,000円（高校生以下無料）　※要整理券
出演　辻 由美子（ソプラノ）、亀子 政孝（コントラバス）
 春日 香南（クラリネット）
主催　天草市、（公財）熊本県立劇場
お問い合わせ　天草市民センター　☎0969-22-4125

声楽・コントラバス・クラリネットの3人による室
内楽コンサート。

藤川 いずみ林田 紗綾志娥 慶香

シェイクスピア没後400年の節目に、野田秀樹「三代目、りちゃあど」をシンガポール出身の世
界的演出家オン・ケンセンの新演出でお届けします。歌舞伎役者・中村壱太郎、狂言師・茂山
童司、元宝塚歌劇団男役トップスター・久世星佳ら日本人の俳優、そのほかシンガポール・イン
ドネシアを代表する俳優、バリ島
の影絵芝居俳優など、“異なるバッ
クグラウンド”の個性ある実力派た
ちがそろいました。これは、絶対に
見逃せない作品です！

天草イルミネーション
世界遺産登録を目指す﨑津教会や大江教会など、天
草各所がイルミネーションに輝き、クリスマス気分も最高
潮に。11月下旬～1月上旬まで開催（所により異なる）。

熊本県立劇場広報誌

KENGEKI@Liveとは
県内で舞台芸術を行っている方々に、気軽な
発表の場を提供する事業です。光庭横休憩
スペースを利用して、毎月１回ミニライブを開催
しています。随時、出演者も募集中！

弦楽合奏の楽しみ
～ヴィヴァルディとパッフェルベル～

熊本市内にある広瀬ヴァイオリンスクールの生
徒によって集まった弦楽アンサンブルです。

日時　12月25日（日） 13：00～13：30
会場　光庭横休憩スペース ※観覧無料
出演 弦楽アンサンブル H（アッシュ）
曲目 ヴィヴァルディ/2つのヴァイオリンの為の協奏曲

イ短調 op, 3-8
 ヴィヴァルディ/四季より「春」
 （ソリスト・黒木 真子）
 パッフェルベル/カノン

KENGEKI@Live #12６

県出身の名歌手が奏でる芳
醇な響き。魅惑のオペラアリ
アと歌曲をおおくりします。

日時　平成29年1月15日（日）
 開場 13：30
 開演 14：00
会場　コンサートホール
料金　【全席自由】2,000円
 ※高校生以下、障がいのある方は半額
出演 佐々木 典子（ソプラノ）、大澤 一彰（テノール）
 仲田 淳也（ピアノ）
ゲスト　NHK熊本児童合唱団
曲目　團 伊玖磨／歌劇『夕鶴』より「私の大事な与ひょう」
 プッチーニ／歌劇『ラ・ボエーム』より「冷たき手を」
 武満 徹／小さな空
 ディ カプア／オー・ソレ・ミオ　ほか

佐々木典子＆
大澤一彰
デュオリサイタル

12月［師走］
【編集・制作・印刷】
中央印刷紙工株式会社
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協賛
熊本県立劇場では、児童養護施設の子どもた
ちに生の舞台を鑑賞していただく、子ども招待
制度「ぴっころシート」事業を実施しています。

このマークが付いている公演は、
平成28年度文化庁劇場・音楽堂等
活性化事業です。

各プレイガイド
電話番号

熊本県立劇場 ☎096-363-2233／熊日プレイガイド ☎096-327-2278／チケットぴあ ☎0570-02-9999／ローソンチケット ☎0570-084-008
オフィス・ムジカ ☎096-355-7315／西野楽器店 ☎096-352-2713／八代市厚生会館 ☎0965-32-3196／八代市鏡文化センター ☎0965-52-1114
天草市民センター ☎0969-22-4125／牛深総合センター ☎0969-73-4191

作 野田秀樹×演出 オン・ケンセン
「三代目、りちゃあど」　※日本語・英語・インドネシア語上演、日本語・英語字幕付き

日時　12月8日（木）
 開場 18：15　開演 19：00

※開演前にミニ講座あり
会場　演劇ホール
料金　【全席指定】
 S席3,000円、A席2,000円

※高校生以下、障がいのある方は半額
　（障がい者割引取り扱い：熊本県立劇場のみ）

作　野田 秀樹
　　ウィリアム･シェイクスピア｢リチャード三世｣（小田島 雄志訳）より
演出 オン･ケンセン
出演 中村 壱太郎／茂山 童司／ジャニス・コー
　　　ヤヤン・Ｃ・ヌール／イ・カデック・ブディ・スティアワン
　　　たきい みき／江本 純子／久世 星佳

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
チケットぴあ（Pコード：453-642）
ローソンチケット（Lコード：84680）
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日時　12月25日（日）　 開場 13：45　開演 14：30
会場　コンサートホール
料金　【指定席】4,000円
 【自由席】一般3,000円
 　　 　 高校生以下1,500円

※当日券は500円高
出演 指揮／金 洪才
 ソプラノ／西森 由美、アルト／鳥木 弥生
 テノール／馬場 崇、バリトン／牧野 正人
 合唱／熊本県民第九の会合唱団
 管弦楽／熊本交響楽団
曲目 シューベルト／ロザムンデ序曲
 ベートーヴェン／交響曲第9番 ニ短調
　　　　　　　　　　作品125「合唱付き」
主催 熊本県民第九の会、熊本県文化協会
共催 （公財）熊本県立劇場
問い合わせ　熊本県民第九の会事務局
 　　　☎090-2851-1007

熊本県民第九の会
第33回
ベートーヴェン「第九」

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
オフィス・ムジカ
チケットぴあ（Pコード：311-068）
ローソンチケット（Lコード：84941）

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
チケットぴあ（Pコード：454-629）
ローソンチケット（Lコード：81590）

参加費
無料

観劇前に知っておきたい
シェイクスピアと「リチャード三世」

開演直前！ミニ講座

『三代目、りちゃあど』は、シェイクスピアの「リチャー
ド三世」を下敷きにした物語です。公演をより楽しむ
ために、原作の相関関係や人物像、歴史的背景などが
わかるミニ講座を公演当日の開演直前に開催します。

日時　12月8日（木）
 18：20～18：30、18：35～18：45

※どの回も同じ内容です
会場　演劇ホール ホワイエ
講師　亀井 純太郎（劇作家・演出家）
申込方法　申込不要
 　　　※「三代目、りちゃあど」公演チケットが必要です

亀井 純太郎

今月開催！

共催事業

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
西野楽器店　ほか

チケット発売中！

窓の向こうのかがり火が
幽玄に照らす能舞台。
地元出身の能楽師三流派
でおおくりします。

日時　平成29年 
 2月11日（土・祝）
 開場 17：30
 開演 18：00
会場　コンサートホール
 ホワイエ
 （200席限定）
料金　【全席自由】3,000円

※高校生以下、障がいのある方は半額
出演 喜多流 狩野 了一
 金春流 田中 寿男
 喜多流 大島 衣恵
　　　観世流 菊本 澄代
 狂言 大蔵流 山本 則重　ほか
演目 大蔵流狂言「節分」、喜多流能「黒塚」　ほか

ホワイエ薪能

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
チケットぴあ（Pコード：454-769）
ローソンチケット（Lコード：82328）

チケット発売中！ チケット発売中！

中村 修

能「黒塚」

狂言「狸山伏」

今月開催！

アートキャラバン＃100
N響からのおくりもの
～N響室内楽“四季”～

日時　平成29年2月6日（月）　開場 18：15　開演 19：00
会場　コンサートホール
料金　無料　※要入場整理券　※未就学児の入場はご遠慮ください（託児サービスあり）　
出演　ヴァイオリン独奏：篠崎史紀（NHK交響楽団第1コンサートマスター）
 室内楽：NHK交響楽団メンバー
プログラム　モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク　K.525
 　　　J.シュトラウスⅡ／美しく青きドナウ
 　　　ヴィヴァルディ／四季 作品8
主催 NHK交響楽団、（公財）熊本県立劇場、NHK熊本放送局

被災された皆さんに音楽や演劇などのアートを届ける
「アートキャラバンくまもと」が、2月に第100回を迎えます。
100回目の開催はスペシャルバージョン！N響メンバーに
よる室内楽をコンサートホールでお楽しみいただきます。

篠崎史紀（N響第1コンサートマスター）

郵便往復はがきの
　往信用裏面に【郵便番号・住所・名前・電話番号】
　返信用表面に【郵便番号・住所・名前】
を明記してお申し込みください。
締め切り／平成29年1月13日（金）＜必着＞
宛て先／〒860-8602（住所不要） NHK熊本放送局「N響コンサート」係
※応募者多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（1枚で2人入場可）を、
　落選の方には落選通知を発送します
※詳細は県立劇場ホームページをご確認ください

入場整理券
申込方法

K U M A M O T O
P R E F E C T U R A L
T H E A T E R
L E A F L E T

“ F O Y E R ”

講師PROFILE

1977年生まれ。熊本大学演劇部入部を
機に演劇活動を始める。2001年、劇団
第七インターチェンジ／転回社を旗揚
げ。今年より、シェイクスピア作品をミュー
ジカルとして創作する企画を始める。11
月に第一弾として『十二夜』を上演。熊本
学園大学非常勤講師。

石川 純


