
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 1110 November
October

天草市立
倉岳小学校

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、文科省「児童生徒の
コミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験（芸術家派遣）」
＜学校申請方式＞を平成27年度に実施した天草市立倉岳小学校の
井立伸一校長先生にお話を伺いました。
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「人は言葉ではなく、心でお話ができると教えても
らった」―体奏※1家 新井英夫さんのアウトリーチに
参加した児童の感想です。

平成26年度、熊本県立劇場のコーディネートで新井
さんにお越しいただきました。心と身体の力を抜いたこ
とで生まれる児童たちの自由な発想、いつもにない動
き・表情に普段の授業では得難い効果を感じています。
いつもは目立たない児童が一目置かれるようになった
りと児童たちの間でも新たな発見の連続です。

演劇やダンスのアウトリーチ事業に取り組むよう
になったのは、アウトリーチプログラムを組み立てる
熊本県立劇場のリージョナルシアター事業に関わっ
てから。それからは学校がかわっても毎年実施して
きました。一校でも多くの学校に実施してほしいと

の思いから平成27年度は別に学校申請方式で
実施しました。前任校ではどうしても実施したかっ
たので東京まで申請書の書き方を教えてもらいに
行った思い出があります。これからも続けたい、とて
も素敵な事業です。

目の前にいる子どもたちを心豊かに育てたい。私
たち教員がしなければいけないことは、児童一人ひ
とりの良さや素晴らしさを“引き出す”ことです。感
受性のある、心豊かな子どもに育ってもらうため、こ
れからもいろいろなアプローチで児童たちと心通わ
せていきたいと思っています。　　　　　　　　　　
※1：新井さんがご自身のダンスを表現するために創った造語

それぞれが考えた木の
板を打つ動きをつなげ
てメロディーを奏でる。

不知火海に浮かぶ
御所浦の島 を々眼
下に臨む風光明媚
な天草上島に位置
する倉岳小学校

第52回 熊本市民コーラス交歓会
問 熊本市民合唱団体協議会
　☎096-365-2996（宮崎）

2（水）

第26回グレンツェン　　　　
ピアノコンクール 熊本本選

問 グレンツェンピアノ研究会
　☎0995-22-4158

20（日）

熊本バレエ2016スペシャル　
We Love Ballet!

問 熊本バレエ劇場
　☎096-343-0091

20（日）

辻井伸行 加古隆 レ・フレール
THE PIANIST！

問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

21（月）

熊本復興創作舞台　　　　　
「ナポリの奇跡 明日に向かって
ＳｅｍｐｒｅＡｖａｎｔｉ！」

問テアトロ・リリカ熊本
　☎096-326-7729

23（水・祝）

復興支援コンサート・　　　　
第31回女声合唱フェスティバル

問 熊本県おかあさんコーラス連盟
　☎080-2745-0388（濱津）

23（水・祝）

第49回 熊日学生音楽コンクール 
合唱本選 

問 熊本日日新聞社　☎096-361-3383

3（木・祝）

「熊本地震復興応援　　　　
チャリティー企画」　　　　　
おもしろコンサート２０１６ 

問 おもしろコンサートの会
　☎090-8419-5634（甲斐） （全席完売）

3（木・祝）

立川談春 独演会 
問 キョードー西日本　☎092-714-0159

8（火）

第55回 熊本県新人演奏会
問 熊本県文化協会　☎096-383-0600

5（土）

さくら会 歌と踊りの宴 
問さくら会　☎096-380-2469（山本）

5（土）

10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 31

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

FULL FULL FULL FULL FULL FULLFULL FULL FULL FULL

34#県劇練習室の風景

熊本シティオペラ協会は、熊本で本格的な
イタリアオペラの企画公演を行っている
団体です。ソリスト、合唱（熊本ヴェルディ
合唱団）、管弦楽（熊本シティフィルハーモ
ニーオーケストラ）によるオペラの定期
公演のほか、宗教曲やオペラガラコンサート
など、毎年数多くの公演を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

熊本シティオペラ協会（オペラ）

活動予定 第1・3日曜日13：30～など
 第2・4火曜日18：30～など
 詳細はお問い合わせください
会 員 数  130名
問い合わせ 096-282-3466

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

平成28年度 尚絅コンサート
開場13：00／開演13：30／終演15：30
学生による器楽・声楽・舞踊、バレエ等の披露。育友会、花
桜会も参加
料 入場無料（一部指定席）
問 尚絅中学高等学校　☎096-366-0295（林）

２８（金） コ

ルーテル学院音楽会2016
開場13：30／開演14：00／終演16：30
ルーテル学院中学、高等学校在校生オーディション合格者、および、
文化系部活動（ハンドベル、コーラス、吹奏楽、筝曲）生による演奏会
料【全席自由】入場無料
問 ルーテル学院中学・高等学校
　☎096-343-3246（常定）

２９（土） コ

大 大会議室

第18回 熊本県一般吹奏楽団
合同音楽祭inくまもと市 

問 熊本県一般吹奏楽団協会　☎090-5481-6771（大久保）

6（日）

第14回 エキサイティング　　
ダンスファンタジー 

問 熊本県ボールルームダンス協会　☎0967-32-3011（立石）

6（日）

第９回 金城安紀沖縄民謡研究所
合同発表会

開場12：00／開演13：00／終演16：00
沖縄民謡発表会
曲目：海の声、島人ぬ宝、島のブルース、唐船ドーイ　ほか
料【全席自由】入場無料
問 肥後人三線倶楽部　☎080-1789-7424（渡久地）

15（土）
大

熊日ストリートダンス　　　　
コンテスト2016

開場11：30／開演12：30／終演16：00
熊本県在住の小中高生らを対象としたコンテスト
料【全席自由】1,000円
　※3歳未満無料
問 熊本日日新聞社　☎096-361-3383

２９（土） 演

ザ・シンフォニエッタ　　　　
第29回演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：30
曲目：オペラ《フィガロの結婚》序曲
　　 トランペット協奏曲変ホ長調　ほか
料【全席自由】一般1,500円　学生1,000円
　※当日300円高
問 ザ・シンフォニエッタ　☎090-7383-4953（クープス）

1（土） コ

県劇  

ほか

ルーテル・アート・アカデミー　
コンサート

開場18：30／開演19：00／終演21：00
ルーテル学院、および九州女学院高校芸術コース卒業生に
よる音楽会。出演：出田 りあ（マリンバ）　ほか
料【全席自由】一般3,000円　学生（高校生以下）1,000円
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）
コ

県劇
ほか

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

  8日　開場09：00／開演10：00／終演17：30
  9日　開場09：00／開演10：00／終演17：30
10日　開場09：00／開演10：00／終演16：00
県内の小・中学校を対象とした器楽コンクール
8日：中学校Ｂ、Ａの部
9日：小学校Ｃ、Ａの部
10日：小学校Ｂの部
料 入場無料
問ＲＫＫ熊本放送　☎096-328-5525

8（土）
～10（月・祝）

コ

FULL

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」

11日　開場18：00／開演18：30／終演20：30
12日　開場13：00／開演13：30／終演15：30
作：ホートン・フート
出演：奈良岡 朋子、伊東 理昭、細川 ひさよ　ほか
料 会員制
問 熊本市民劇場　☎096-322-0500

11（火）
12（水）

演

11日   
のみ   

―MYSTERY NIGHT TOUR 
2016 稲川淳二の怪談ナイト―

開場18：00／開演18：30／終演20：30
料【全席指定】5,400円
　※当日400円高 
問 鈴木企画　☎092-285-4864

13（木）
演

 ローソン
ぴあ  ほか

ＴＳＵＫＥＭＥＮ ＬＩＶＥ 2016 
KYUSHU TOUR

開場14：30／開演15：00／終演17：00
料【全席指定】
　ＳＳ席4,500円　Ｓ席4,000円　Ａ席3,500円
　※当日500円高
問 RMPチケットセンター
　☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

15（土） コ

BUS 3

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

くまもと2016　　　　　　　
第30回 筝曲の祭典

開場12：30／開演13：00／終演16：30
箏・三絃・尺八による邦楽の定期演奏会。本年は30回目の記念
演奏会。ゲスト：藤原 道山（尺八）、深海 さとみ（箏）
料【全席自由】一般2,000円　高校生以下1,000円 
　※当日500円高
問 熊本箏演奏者協会　☎090-1343-7445（鎗水）

16（日） 演

県劇   

ほか

FULL

夢をいつまでも
開場13：00／開演13：30／終演15：30
開場16：30／開演17：00／終演19：00
歌謡ショー。出演：橋 幸夫、水前寺 清子　ほか
料【全席指定】
　ＳＳ席8,640円　S席7,560円
問 夢グループ　☎0570-064-724

19（水） 演
FULL

3

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

開場19：00／開演19：30／終演20：45
曲目：音楽物語「よだかの星」（全文朗読付き）、マンドリンの
ための四季、コンラート・ラテに捧げるピアノトリオ　ほか
料【全席自由】1,000円
　※障がい者手帳をお持ちの方は入場無料
問 熊本マンドリン協会事務局
　☎096-383-5714（緒方）

２０（木）

コ

県劇   

ほか

ＫＯＤＡ ＫＵＭＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ 2016 
～Best Single Collection～

開場18：00／開演19：00／終演21：00
料 一般指定席8,400円
　ファミリーシート8,400円
　※小学生以上有料
問 キョードー西日本　☎092-714-0159

２７（木）
演

ぴあ  ローソン  

FULL

第19回 日本太鼓ジュニア　　
コンクール 熊本県予選

開場10：00／開演10：30／終演17：30
ジュニアチームによる和太鼓のコンクール
料 入場無料
問 全九州太鼓連合熊本県支部事務局
　☎090-8669-6315（坂口）

３０（日） 演

FULL

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

開場13：00／開演13：30／終演16：00
曲目：ドイツ歌曲「楽に寄す」、日本歌曲「おやすみ」　ほか
料【全席自由】一般2,000円　高校生以下1,000円
　※6歳以下無料
問 熊本県立第一高等学校清香会
　☎096-353-5700

16（日）
コ

県劇   

ほか

FULL

…休館日 …休館日

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」

開場12：00／開演13：00／終演15：00
3つの異なるジャンルが織りなすコラボレーション。輝く仲間たち
のメンバーと地元の仲間たちが熊本でチャリティー公演を開催。
料【全席自由】一般2,000円
問 内海桂子と輝く仲間たち実行委員会
　☎090-3604-9002（今藤）

2（日） 演

県劇   

ぴあ

文徳高校吹奏楽部　　　　　
オータムコンサート2016

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部:クラシック・オリジナルステージ
第2部:ポップスステージ
ゲスト:フレンズバトンスタジオ、関山 幸弘（トランペット）
料 入場無料
問 文徳高校吹奏楽部　☎096-354-6416（遠山）

2（日） コ

FULL

GLAY 
HIGHCOMMUNICATIONS 
TOUR 2016 

“Supernova” reprise
問 キョードー西日本　☎092-714-0159

15（火）

平成28年熊本地震　        
KMA室内合奏団復興支援応援
コンサート

問 熊本ミュージックアーティスト　☎090-4983-1614（岩井）

18（金）

県劇

第102回 熊響定期演奏会
問 熊本交響楽団
　☎090-4772-9090（日野）

27（日）

県劇

第17回 アートダンス　　　　
フェスティバル2016

開場11：30／開演12：30／終演16：00
社交ダンス愛好家による演技発表・熊本のプロダンサー達に
よるプロショータイム
料【全席指定】入場無料
問 熊本県プロダンスインストラクター協会
　☎096-381-6288（伊藤）

8（土） 演

FULL

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

開場14：30／開演15：00／終演20：00
テーマ「魅惑のハワイアン音楽と華麗なフラの祭典」
特別出演：インターナショナルウクレリスト 海田 明裕
料【全席自由】1,000円
問 熊本ハワイアン音楽協会本部事務局
　☎0964-53-0603

10（月・祝） 演

県劇

FULL


