
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 1211 December
November

熊本県立
玉名高等学校・

附属中学校

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、8月26日（金）に熊本
県芸術文化祭オープニングステージ関連事業「ヤマカズ流 合唱公開
レッスン」にモデル合唱団として参加した熊本県立玉名高等学校・
附属中学校音楽部顧問の岩尾健弘先生にお話を伺いました。

37

熊本を代表する芸術文化祭のオープニング
ステージで、世界を舞台に活躍する山田和樹
（以下、ヤマカズ）さんに指導していただき、
私自身、生徒と共に多くのことを学ばせてい
ただきました。
ヤマカズさんは、まるで生命を吹き込むよう
な指導で、楽譜から感じる息吹を演奏者に伝
え、そして観客に感動を呼び覚ます真のプロ
フェッショナル。指導を受けた際には、音楽の
ダイナミックレンジが広がり、これまでに経験
したことのない感動が、生徒の心に残ったも
のと思われます。それは今後も歌い続けて
いく確かな力となったようです。
今回は「くまモン」という熊本ならではの楽

曲に出逢いました。音楽を通して地域性を打
ち出し、その地域の魅力を伝えることは、と
ても大切なこと。今後も地元の児童合唱団
や小・中学校の合唱部が「くまモン」に取り組
み、全国に発信してくれるものと思います。
現在46名の部員たちには、「楽しい！」と感じ
ながら歌ってほしい。自分たちの歌声が聴く
人の感動を呼ぶことを知り、そこに喜びを感
じながら、長く歌い続けてもらえたらうれしい
ですね。

中高一貫教育を目
指し附属中学校を
設立し、6年目。高校
生と中学生が一緒
に合唱に取り組む。

第20回 ポロニアコンサート
問 熊本桐朋会ポロニア
　☎090-2714-5907（谷脇）

23（金・祝）

COSMIC RECITAL 50th 
Anniversary

問 熊本学園大学スイングバンド研究部
　☎080-2722-0730（工藤）

23（金・祝）

能楽講座「漱石と能」
問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

24（土）

熊本県民第九の会　　　　　
第33回演奏会

問 熊本県民第九の会　☎090-2851-1007（坂口）

25（日）

CAPCOM LIVE!　　　　　　
熊本チャリティ公演

問 異彩　☎080-3183-8920（田中）

22（木）

第20回 高文連吹奏楽部　　
新人コンクール

問 熊本県高等学校文化連盟吹奏楽部
　☎096-384-1551

20（火）

アフロキューバンビーツ　　　
ラテンコンサート2016

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）

熊本市民劇場　　　　　　   
第386回例会　　　　　　　
劇団前進座『切られお富』

問 熊本市民劇場　☎096-322-0500	

3（土）
～5（月）

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

問 平成音楽大学　☎096-282-0506（演奏課）

8（木）

11月満車予想カレンダー
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FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULLFULL

35#県劇練習室の風景

子供から大人まで、初めての方からプロを
目指す方まで楽しくレッスンをしていま
す。バレエヨガ、筋トレクラスなどさまざま
なレッスンを行っています。まずはお気軽
にご連絡ください。

熊本ミュージックアーティスト
バレエスクール（クラシックバレエ）

問い合わせ 096-288-3161（13：00～22：00）
HPアドレス http://www.kma-balletschool.com/first/
Facebook https://www.facebook.com/KMAB0410

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

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

熊本大学マンドリンクラブ　　
第59回 定期演奏会

問 熊本大学マンドリンクラブ
　☎090-3666-9379（黒木）

4（日）

第26回グレンツェン　　　　
ピアノコンクール熊本本選

開場10：00／開演10：30／終演17：05
幼児～一般対象ピアノコンクールの本選
料入場無料
問グレンツェンピアノ研究会
　☎0995-22-4158

20（日）

…休館日 …休館日

第52回　　　　　　　　　　
熊本市民コーラス交歓会

開場9：30／開演10：00／終演16：00
熊本市内の合唱団体が日頃の練習の成果を発表
するために集う、年1回の発表会。
ゲスト：前田	祐佳（メゾソプラノ）
料入場無料
問熊本市民合唱団体協議会
　☎096-365-2996

2（水） コ

FULL

第49回 熊日学生音楽コンクール　 
合唱本選

開場10：00／開演10：30／終演16：30
県内の小学校・中学校が参加する合唱コンクール
料入場無料
問熊本日日新聞社　☎096-361-3383

3（木・祝） コ

FULL

「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 

開場13：00／開演13：30／終演15：30
歌、あそび、体操、ミュージックパネル、絵本の朗読等、
子どもも大人もいっしょに楽しめるコンサート。
出演者：新沢としひこ、中川ひろたか、ケロポンズ
料【全席指定】チケット完売
問おもしろコンサートの会
　☎090-8419-5634（甲斐）

演3（木・祝）

FULL

さくら会 歌と踊りの宴
開場9：00／開演9：20／終演21：00
ダンス、歌謡発表会など
料入場無料
問さくら会　☎096-380-2469

演5（土）

第14回　　　　　　　　　　
エキサイティングダンスファンタジー

開場13：00／開演13：30／終演16：30
正しい社交ダンスの普及・発展を目的とした社交ダンス発表会
受講生によるダンスの成果発表
料【全席自由】3,000円
問 熊本県ボールルームダンス協会
　☎0967-32-3011

演6（日）

第41回 全国高等学校総合文化祭音楽部 
熊本県代表選考会

問 熊本県高等学校文化連盟音楽部
　☎096-368-4125（南）

14（水）

2016 清塚信也　　　　　　
ピアノリサイタル

問 大谷楽器店
　☎096-355-2248

18（日）

県劇

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

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（德永）

17（土）

県劇

劇団四季 ミュージカル　　　
「ウエストサイド物語」

問 劇団四季福岡営業部
　☎092-482-2013

15（木）
16（金）

県劇
佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・
オーケストラ 熊本公演

問ＫＡＢイベント　☎096-359-9051

21（水）

県劇

第55回 熊本県新人演奏会
開場17：45／開演18：15／終演21：30
熊本県出身、または在住の優れた才能ある新人を
広く紹介し、熊本の音楽文化の向上・発展を目的
とするクラシック音楽の演奏会
料 1,000円
問熊本県文化協会事務局
　☎096-383-0600

5（土）

県劇   

コ

第18回 熊本県一般吹奏楽団　　
合同音楽祭inくまもと市

開場12：30／開演13：00／終演16：30
「復興」をテーマに、熊本県下9つの吹奏楽団体が、交響曲
「日本の城」や熊本地震復興ソング等を演奏する
料【全席自由】500円
問 熊本県一般吹奏楽団協会
　☎090-5481-6771（大久保）

6（日）

県劇   

ほか

コ

立川談春 独演会
開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】3,900円
問キョードー西日本
　☎092-714-0159

演8（火）

ぴあ  ローソン  

ほか

BUS

熊本バレエ2016スペシャル　
We Love Ballet!

開場13：00／開演13：30／終演15：30
開場17：00／開演17：30／終演19：30
第58回熊本県芸術文化祭参加事業
熊本教室、東部教室、八代教室、玉名教室の全教室研究生
の大発表会
料【全席指定】入場無料　※要整理券
問 熊本バレエ研究所
　☎096-343-0091

20（日） 演

3

辻井伸行 加古隆 レ・フレール　
THE PIANIST!

開場17：30／開演18：30／終演21：10
完売続出の超人気ピアニストたちによる熊本初公演
料【全席指定】チケット完売
問熊本県立劇場
　☎096-363-2233

21（月） コ

BUS

復興支援コンサート・　　　　
第31回女声合唱フェスティバル

開場10：00／開演10：30／終演16：30
おかあさんコーラスの発表会。29団体が日頃の研鑚の成果を
披露する県内最大規模の女声合唱の祭典
料【全席自由】入場無料
問熊本県おかあさんコーラス連盟
　☎080-2745-0388（濱津）

23（水・祝） コ

ナポリの奇跡 明日に向かって　   
Ｓｅｍｐｒｅ Ａｖａｎｔｉ！

開場13：30／開演14：00／終演16：30
カンツォーネで綴る、熊本復興創作舞台
料【全席自由】入場無料　※要整理券
問テアトロ・リリカ熊本
　☎096-326-7729

23（水・祝） 演

第102回 熊響定期演奏会
開場13：15／開演14：00／終演16：00
曲目：ワーグナー/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
第3幕より、ロドリーゴ/アランフェス協奏曲、ウォルトン/交響
曲第1番
指揮：後藤	龍伸、ギター：福田	進一
料【一部指定席】指定1,800円
　一般自由1,500円　学生自由1,000円
　※託児有500円（要事前予約）
問熊本交響楽団
　☎090-4772-9090（日野）

27（日） コ

県劇   

ほか

4

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

問 熊本県立劇場　☎096-363-2233

1（木）

県劇

三代目、りちゃあど
問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

8（木）

県劇

イングリット・フジコ・ヘミング  
ピアノ・ソロ・コンサート 2016

問 RＭＰチケットセンター　☎096-273-7038

15（木）

県劇

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

18日　開場18：00／開演19：00／終演21：15
19日　開場12：30／開演13：00／終演14：00
熊本地震からの復興を願い、例年の定期演奏会に加え、19
日には子ども向けのコンサートも企画。（※音楽リハーサル室）
料【一部指定席】入場無料　※要整理券
問熊本ミュージックアーティスト
　☎090-4983-1614（岩井）

18（金）
19（土）

コ

県劇  ほか

18日   
のみ 

GLAY 
HIGHCOMMUNICATIONS 
TOUR 2016 

“Supernova” reprise
開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】7,560円
問キョードー西日本
　☎092-714-0159

15（火） 演

美羽バレエフェスティバル
2016

問 美羽バレエアカデミー後援会事務局
　☎080-1702-8459（青木）

18（日）

県劇

「公開レッスンでの感動の余韻
が、現在の部活にも生かされて
いる」と岩尾先生は語る。

Music Land 　　　　　　　
～pops×classics festival～

開場18：15／開演19：00／終演21：00
総勢100名の出演者による豪華コンサート！
出演：タケカワユキヒデ、福原	美穂、八神	純子、May	J.　ほか
料【全席指定】8,900円
問 M. I .O
　☎096-288-6696（平日10：00～18：00）

10（木）

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

コ

FULL

FULL


