
※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。

日時　10月9日（日）　開場 13：30　開演 14：00
会場　菊池市泗水ホール
料金 【全席自由】一般1,500円、高校生以下1,000円
 ※当日券は各500円高
 ※未就学児の入場はご遠慮ください
出演 指揮／水戸 博之
 管弦楽／熊本交響楽団
曲目 バデルト／パイレーツ・オブ・カリビアン
 ブラームス／ハンガリー舞曲第5番
 ビゼー／歌劇「アルルの女」より第2組曲　ほか
主催 菊池市市民会館、（公財）熊本県立劇場
後援 菊池市教育委員会
問い合わせ　菊池市文化会館　☎0968-24-1101

お申し込み・お問い合わせ先　　

日時　9月4日（日）　14：00～16：00
会場　大会議室　参加費　無料（要事前申し込み）
定員　150名（先着順）
講師　佐野 登（宝生流シテ方能楽師）

漱石来熊120年記念
能楽講座「漱石と能」

申込方法
代表者の氏名と参加人数、電話番号を明記し、
メールまたは電話でお申し込みください。
※メールでのお申し込みの場合は、件名を「能楽講座
申込」と明記してください。

受講者
募集！

☎096-363-2233
Ｅ-mail：bosyu@kengeki.or.jp

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！

KUMAMOTO SOULMATICS
MASS CHOIR ゴスペルコンサート

国 内 外で 活 躍 するゴスペ ル グル ープ 、T H E  
SOULMATICSのプロデュースによるクワイアーで
す。月2回、火曜日の夜にワークショップを行い、THE 
SOULMATICSの定期公演や、国指定重要文化財の
八千代座にて12月に行われる「ハナウタ in 八千代
座」などのイベントに向けて日々練習をしています。

日時　9月22日（木・祝）　13：00～13：30 ※観覧無料
会場　光庭横休憩スペース
出演　KUMAMOTO SOULMATICS MASS CHOIR
曲目 Happy day、ふるさと　ほか

 

KENGEKI@Live #123ネットワーク事業

熊本交響楽団 菊池公演
熊本交響楽団が水戸博之指揮のもと、クラ
シックの名曲の数々を披露。

プレイガイド
菊池市文化会館／キャニオン
夢空間　ほか

夏目漱石写真
出典『夏目漱石写真帖』より
提供 くまもと文学・歴史館

宝生流の謡を好み、習い
に通うほど、能楽の愛好
家だった夏目漱石。「漱石
と能」を切り口に、宝生流
シテ方能楽師・佐野登氏
を講師に迎え、能楽の新
たな魅力に迫ります。「謡」
体験ミニワークショップほ
か、能「紅葉狩」のダイジェ
スト版の上演など盛り沢
山でお送りします。

主な舞台芸術公演 109

平成28年度 尚絅コンサート
問尚絅中学高等学校　☎096-366-0295（林）

28（金）

ルーテル学院音楽会 2016
問ルーテル学院中学・高等学校　☎096-343-3246（常定）

29（土）

夢をいつまでも
問夢グループ　☎0570-064-724

19（水）

KODA KUMI LIVE TOUR 2016
問キョードー西日本　☎092-714-0159

27（木）

ルーテル・アート・アカデミー　
コンサート

問ルーテル・アート・アカデミー（ルーテル学院中学・高等学校内）
　☎096-343-3246（福島）

7（金）

第49回ＲＫＫ熊本県中学校　
器楽合奏コンクール及び 
第60回ＲＫＫ熊本県小学校　
器楽合奏コンクール

問ＲＫＫ熊本放送　☎096-328-5525

8（土）
～10（月・祝）

－MYSTERY NIGHT TOUR 
2016 稲川淳二の怪談ナイト－

問鈴木企画　☎092-285-4864

13（木）

熊日ストリートダンス　　　　
コンテスト2016

問熊本日日新聞社　☎096-361-3383

29（土）

第19回 日本太鼓ジュニア　　
コンクール 熊本県予選

問 全九州太鼓連合熊本県支部事務局　☎090-8669-6315（坂口）

30（日）

音楽物語「よだかの星」（全文朗読付き）
熊本マンドリン協会　　　　　
第48回定期演奏会

問 熊本マンドリン協会　☎096-383-5714（緒方）

20（木）

第17回 アートダンスフェスティバル 2016
問 熊本県プロダンスインストラクター協会　☎096-381-6288

8（土）

熊本ハワイアン音楽協会 第4回記念公演
美しい熊本・震災復興支援チャリティー 
フラ&ハワイアンコンサート

問 熊本ハワイアン音楽協会本部事務局　☎0964-53-0603

10（月・祝）

熊本市民劇場第385回例会　
劇団民藝「バウンティフルへの旅」

問熊本市民劇場　☎096-322-0500

11（火）
12（水）

文徳高校吹奏楽部　　　　　
オータムコンサート2016

問文徳高校吹奏楽部　☎096-354-6416（遠山）

2（日）

9月満車予想カレンダー
 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
FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL

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

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
コ コンサートホール 演 演劇ホール 大 大会議室

…休館日※休館日はありません

ザ・シンフォニエッタ　　　　　
第29回演奏会

問ザ・シンフォニエッタ　☎090-7383-4953（クープス）

1（土）

県劇

内海桂子と輝く仲間たち　　
「平成28年熊本地震チャリティー公演」

問内海桂子と輝く仲間たち実行委員会
　☎090-3604-9002（今藤）

2（日）

県劇

TSUKEMEN LIVE 2016　
KYUSHU TOUR

問ＲＫＫ熊本放送　☎096-328-5631

15（土）

県劇

金城安紀沖縄民謡研究所合同発表会
問 肥後人三線倶楽部　☎080-1789-7424（渡久地）

15（土）

熊本地震復興支援チャリティー　
小波津美奈子リサイタル

問清香会　☎096-353-5700

16（日）

県劇

県劇

くまもと2016 　　　　　　
第30回 箏曲の祭典

問熊本箏演奏者協会　☎090-1343-7445（鎗水）

16（日）

県劇

陸上自衛隊第８音楽隊　　　 
第13回ふれあいコンサート

開場18：30／開演19：00／終演21：00
「復興への歌声」と銘打ち、陸上自衛隊第8音楽隊が熊本地震
からの復興を祈り、クラシック・ジャズ・独唱などを披露します。
ゲスト：際田	まみ（シンガーソングライター）
料【全席指定】入場無料　※要事前申し込み
問 陸上自衛隊第8音楽隊後援会　☎090-5386-5593（池田）　　　　　　　

1（木） コ

BUSFULL

平成28年熊本地震チャリティー
コンサート「夢コンサート in　 
熊本 2016」

開場13：00／開演13：30／終演15：50
第1部：マンドリンオーケストラ　第2部：長崎ロマン
第3部：華麗なるマンドリンソロ　第4部：マンドリンオーケストラ
料 入場無料　※要整理券
問長崎マンドリンクラブOB＆OG会
　☎090-8410-1223（山田）

4（日）

コ

県劇  ほか

※整理券配布先

T.M.R. LIVE 
REVOLUTION'16　        
－Route 20－

開場16：30／開演17：00／終演未定
料【全席指定】7,800円　※3歳以上有料
問キョードー西日本　☎092-714-0159

4（日） 演

ぴあ  ローソン  　　
　　　　 ほか

熊本市民劇場第384回例会　
エイコーン『松井須磨子』

  8日　開場18：00／開演18：30／終演20：00
  9日　開場18：00／開演18：30／終演20：00
10日　開場13：30／開演14：00／終演15：30
作・演出：加来	英治　出演：栗原	小巻　ピアノ：城所	潔　
料 会員制
問熊本市民劇場　☎096-322-0500

8（木）
～10（土）

演

8日   
9日   

ラスカーラ・オペラ協会 
Presents オーケストラで聴く 
～親と子のオペラ鑑賞会 Vol.5～ 
オペラ 『ヘンゼルとグレーテル』

開場13：15／開演14：00／終演16：00
13：30よりオペラ解説あり。	指揮・演出：岩本貴文
料【全席自由】一般3,500円
　学生2,500円（高校生以下）
　親子ペア5,000円（一般+学生）、大人ペア6,000円（一般2枚）
　※3歳以下無料（膝上鑑賞に限る）
問ラスカーラ・オペラ協会事務局　☎090-4513-5937

11（日） 演

県劇    

ほか

FULL

がんばろう熊本 DRUM TAO 
舞響～Bukyo～踊る○太鼓

各日　開場18：30／開演19：00／終演21：30
熊本公演、遂に復活！復興を願って作曲した新曲「熊本」と共
に、ＴＡＯが帰ってきます！！
料【全席指定】SS席7,200円
　Ｓ席6,200円、Ａ席5,200円
問テレビ熊本事業局
　☎096-351-1140（平日9：30～17：30）

12（月）
～14（水） 演

県劇   

ぴあ  ローソン  　　
　　　　 ほか

6BUSFULL

立川志の輔 独演会
開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】Ｓ席4,200円、Ａ席3,200円（完売）
問 KABイベント　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

16（金） 演

BUSFULL

熊本市立西原中学校吹奏楽部
第29回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
第1部：クラシック・オリジナルステージ
第2部：熊本市立西原小学校音楽部のステージ
第3部：ポピュラー・ステージ
料入場無料
問熊本市立西原中学校吹奏楽部　☎096-383-6124（坂田）

17（土）
コ

FULL

ORANGE RANGE　    
LIVE TOUR 016-017　　
～おかげさまで15周年！ 
47都道府県 DE カーニバル～

開場17：30／開演18：00／終演未定
料【全席指定】5,800円　※小学生以上有料
問 BEA　☎092-712-4221

17（土） 演

ぴあ  ローソン   ほか

FULL

熊本市立帯山中学校吹奏楽部
第21回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
曲目：鐘の歌、歌劇「トゥーランドット」、オペラ座の怪人　ほか
料 入場無料
問帯山中学校吹奏楽部後援会　☎080-1741-3748（渡邊）

18（日）
コ

FULL

熊本地震復興祈念コンサート 
むさしのカンタービレ ＃4

開場18：00／開演18：30／終演20：30
声楽、室内楽、女声合唱、ピアノ、ウィンドアンサンブル　ほか
料【全席自由】1,000円
問 武蔵野音楽大学同窓会熊本県支部
　☎090-2243-9857（古瀬）

19（月・祝）
コ

FULL 4

県劇    ほか

アイラブくまもと 漱石の四年三カ月
開場12：30／開演13：00／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演21：00
明治29年4月13日、熊本に単身赴任し、明治
33年7月15日、上熊本駅から妻子を伴い東
京へと帰っていくまでの4年3カ月を描きます。
料【全席自由】4,000円
問「アイラブくまもと漱石の四年三カ月」制作上演委員会　☎096-366-5151

21（水） 演

県劇   

ぴあ  ほか

平成28年熊本地震復興コンサート
NHK熊本児童合唱団　　　　
第12回 定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：20
合唱とミュージカル	
料【全席自由】1,000円
問 NHK熊本児童合唱団　☎090-3666-1092（春日）

22（木・祝）

コ

FULL

熊本市立錦ヶ丘中学校　       
第17回吹奏楽部定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
曲目：斐伊川に流るるクシナダ姫の涙　ほか
料入場無料
問熊本市立錦ヶ丘中学校　☎096-368-3166（定政）

22（木・祝） 演

FULL

熊本市子ども劇場連絡会　　 
9月鑑賞会「ピアニカの魔術師」

開場18：30／開演19：00／終演20：10
ピアニカ／ミッチュリー、パーカッション／ＴＯY森松
ギター／野口	亮
料 会員制
問熊本市子ども劇場連絡会　☎096-356-0741

23（金） コ

FULL 4

西日本ハワイアン協会 第2回  
熊本地区フラフェスティバル

開場9：30／開演10：00／終演19：00
フラダンス、タヒチアンダンスレッスン発表会　　　　　
フラ、タヒチアン、カヒコ、カネ、コンバインなど
料入場無料
問西日本ハワイアン協会　☎096-342-6670（山口）

25（日） コ

FULL

琴伝流大正琴　　　　　　　
第26回西日本大会

開場10：00／開演10：30／終演15：30
熊本ゆかりの「おてもやん」「帰らんちゃよか」をはじめ、流行歌
やフォークソング、洋楽など38曲を演奏。
司会：加納	麻衣
料 入場無料
問琴伝流大正琴全国普及会九州本部
　☎092-741-1399（内田・池田）

25（日） 演

FULL

アリス＝紗良・オット　　　　　
ピアノ・リサイタル

開場18：15／開演19：00／終演21：00
詳細は表紙をご覧ください。
料【全席指定】Ｓ席4,000円
　Ａ席3,500円、Ｂ席2,500円
　※当日500円高※学生割引、障がい者割引はありません
問熊本県立劇場　☎096-363-2233

27（火） コ

BUSFULL

県劇   ぴあ  ローソン  
ほか

第10回 日本フルートフェス　
ティバル in くまもと

10日　開場18：00／開演18：30／終演20：00
11日　開場13：30／開演14：00／終演16：00
（10日）ザ★紅白対抗	国際フルートアンサンブルコンテスト
　　　	会場：大会議室
（11日）アンサンブルコンテスト優勝者演奏、熊本の笛吹きに
　　　	よる150人のフルートオーケストラ
　　　	ゲスト：マグナムトリオ　会場：コンサートホール
料（1日目）入場無料、（2日目）【全席自由】1,000円
問 日本フルートフェスティバルinくまもと実行委員会
　☎096-382-8772（山口）

10（土）
11（日）

大
コ

県劇

11日   
のみ

FULL

踊りと歌のつどい
開場11：30／開演12：00／終演16：00
踊りと歌の発表会
料 入場無料
問 踊りと歌のつどい実行委員会　☎096-343-4812

6（火） 演

キングレコード歌謡祭in熊本
開場12：00／開演13：00／終演16：30
佐々木	新一、鏡	五郎、島津	悦子　ほか
料【全席指定】Ｓ席4,200円、Ａ席3,000円
問ムラヤマレコード　☎096-383-1780

15（木）

FULL

演

作曲家演奏法《ショパン》　　　 
～ショパンのピアノ奏法～

開場9：30／開演10：00／終演11：30
ピアノ演奏法セミナー　講師：久元	祐子
料 熊本支部会員2,000円、ピティナ会員2,500円、
　一般3,000円、学生1,500円、親子3,000円　※要申込（9/9締切）
問 ピティナ熊本支部（ピアノハープ社内）　☎096-386-8248

24（土） 大


