
学校県劇
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※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 1January

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20日（木）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須恵小学校の
教頭、山田康夫先生にお話を伺いました。

39

本校は、緑豊かな球磨郡あさぎり町の北部に
位置しています。「須恵文化ホール」が隣接してお
り、広く文化活動に活用しています。今回は、4・
5・6年生28名を対象に、ピアノ演奏家の山本亜
矢子さんをお招きして、演奏家派遣アウトリーチ
事業を開催いたしました。

音楽教室にピアノはありますが、生徒のほと
んどがプロの生演奏を真近で聞くのは初めて。
山本さんの演奏力の高さと滑らかな指の動きに
驚いていたようです。また、ピアノがどのように音
を出しているのか、カットモデルを使ってご説明
いただき、子どもたちも興味津々の様子で聞き
入っていました。床に寝ころび、ピアノを下から眺
めながら山本さんの演奏を聴くプログラムでは、

物体が振動して音が出る仕組みについても学
ぶことができ、知的探求心を刺激されたのでは
ないでしょうか。

全部で5曲演奏いただきましたが、それぞれ
にリズムやメロディー、曲の雰囲気が違い、みん
な自分の好きな曲に出合うことができたようで
す。「ピアノの演奏が始まったとたん、外の鳥も
反応していた」という感想があがるなど、本物に
触れる機会は、児童の感受性の育成にも繋がっ
たように思います。これからもアウトリーチ事業
を積極的に取り入れたいですね。

小高い丘の上に位
置する須恵小学校。

1月満車予想カレンダー
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37#県劇練習室の風景

本格JAZZダンスやヨガを行うスクールで
す。お気軽にお尋ねください。

フィヤージュ
ジャズダンス＆ヨガスクール（ダンス）

2017年１月15日（日）
開場14：30
開演15：00
会場：熊本市植木文化ホール

HPアドレス　http://feuillage-studio.com/

ジュンヌ フィヤージュ
ダンスパフォーマンス
VOL.12

平成28年度	第67回熊本県　
高等学校ダンス発表会

問 熊本県高等学校体育連盟ダンス専門部
　☎096-384-1551（山下）

11（土・祝）
第2回	舞台技術の基礎講座

問 熊本県立劇場　☎096-363-2235

１2（日）

熊本市子ども劇場　　　　　　
創作歌舞伎「牛若丸」

問 熊本市子ども劇場
　☎096-356-0741

１７（金）

熊本県警察音楽隊　　　　　
第31回定期演奏会　　　　　	
「県民ふれあいコンサート」

問 熊本県警察本部広報県民課 広報係
　 ☎096-381-0110（内線2174）

１８（土）

第32回	合唱祭
問 熊本県小学合唱教育研究会
　 ☎096-323-3264（日吉東小学校 本郷）

４（土）

床に寝転がり、ピアノの
音を体で感じました。

2February

第27回	碧落アンサンブル　　
定期演奏会

問 碧落アンサンブル
　☎090-4585-7453（四方田）

２６（日）

全国幼稚園保育園ミュージック
フェスティバル２０１７

問 全日本幼児教育連盟
　 ☎096-285-8444

２６（日）

第68回	熊本県高等学校　　
連合音楽会

開場9：00／開演10：00／終演16：00
熊本県内高校生の音楽系部活動の発表会。
料 入場無料
問 熊本県高等学校文化連盟音楽部
　 ☎096-368-4125（南）

２０（金） コ

…休館日

あさぎり町立
須恵小学校

…休館日

仮面ライダースーパーライブ
２０１７

開場　9：30／開演10：00／終演11：30
開場13：00／開演13：30／終演15：00
開場16：30／開演17：00／終演18：30
仮面ライダーエグゼイドなど、歴代仮面ライダーが登場し、迫
力のバトルを繰り広げるスペシャルステージ。
料【全席指定】
　Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円
　 ※当日は500円高
　 ※３歳未満無料ただし、席が必要な場合は
　　チケットをご購入ください
問ＫＡＢイベント　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

７（土）
	

FULL

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

演

男声合唱団KGC	創立10周年記念
第4回演奏会

開場14：00／開演14：30／終演17：30
曲目：男声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
　 　 滝本泰三作品集、KGC愛唱曲集より「オールディーズ昭和の歌」
　 　 男声合唱組曲「富士山」
料【全席自由】
　 一般1,000円、高校生以下500円
問 男声合唱団KGC
　 ☎080-2788-3181（河野）

８（日）
	 コ

FULL

県劇   

ほか

全労済	文化フェスティバル　
ミュージカル「オズの魔法使い」

開場13：30／開演14：00／終演15：40
劇団ポプラによる、ミュージカル「オズの魔法使い」。
全世界で4000回を超えて上演されている名作をお届け。
料 入場無料　 ※要事前申し込み
問 全労済 熊本県本部　☎096-372-0631（平日9：00～17：15）

８（日）
	

演

FULL

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

開場16：00／開演17：00／終演20：00
ヴェルディ/歌劇『椿姫』全3幕（日本語字幕付イタリア語上演）
16：30より演出家中村 敬一氏によるレクチャー

「椿姫を2倍愉しく観るために～作品の背景と秘密～」開催。
料【指定席】S席8,000円
　 　 A席7,000円（学生席4,000円）
　 　 B席6,000円（学生席3,000円）
　 　 C席5,000円（学生席2,000円）
　 　 Sペア席15,000円
　　（学生席・Ｓペア席は公演事務局のみ取り扱い）
　【自由席】U25席（3階席・25歳以下の学生が対象）1,000円
　※当日1,000円高
問「椿姫」公演事務局　☎080-2713-5717（渡辺）

９（月・祝） コ

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

熊本銀行ニューイヤー　　　　
コンサート２０１７

開場17：30／開演18：30／終演20：30
オーケストラ演奏によるクラシックコンサート。
指揮：現田 茂夫
ソプラノ：三宅 理恵
管弦楽：九州交響楽団
曲目：ヨハン・シュトラウスⅡ/
　 　 喜歌劇「こうもり」序曲、ワルツ「美しく青きドナウ」　ほか
料 無料　※要招待券
問 熊本銀行総合企画部総務広報Ｇ
　☎096-385-1145

１１（水） コ

FULL

BUS

ザ・ニュースペーパー　　　　
新春爆笑ライブ

開場18：00／開演18：30／終演未定
いま、政治がおもしろい！？常に「今」を生きる社会
風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」が待望の
フルメンバーで熊本にやってくる！
料【全席指定】
　Ｓ席4,800円
　Ａ席3,800円
　 ※当日は500円高
問 ＫＡＢイベント
　 ☎096-359-9051（平日10：00～18：00）

１３（金）

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

演

佐々木典子＆大澤一彰　　　
デュオリサイタル

開場13：30／開演14：00／終演16：00
ピアノ：仲田 淳也　ゲスト：NHK熊本児童合唱団
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
料【全席自由】2,000円
　 ※高校生以下、障がいのある方半額
問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

１５（日） コ

FULL

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

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

日本舞踊	昂月流	舞初め
開場13：30／開演13：45／終演18：00
日本舞踊の舞初め。
料 入場無料
問 日本舞踊 昂月流　☎096-368-7308

２１（土）

FULL

大

玉名女子高等学校吹奏楽部　
ニューイヤーコンサート’２０１７

開場14：30／開演15：00／終演18：00
吹奏楽部定期演奏会。
ゲスト：前田 綾子（フルート）
1部：クラシック
2部：ゲスト・ポップス
3部：ステージマーチングショー
料【指定席】1,500円（熊本県立劇場のみ取り扱い）
　【自由席】1,000円
問 玉名女子高等学校　☎0968-72-5161（米田・武田）

	２２（日） コ

県劇
ほか

FULL

第32回　　　　　　　　　　
熊本県小学校合奏祭

28日　開場9：00／開演9：30／終演16：30
29日　開場8：30／開演9：00／終演16：00
熊本県内小学校の器楽部や吹奏楽部等による音楽祭。
約70団体、1,500人以上の児童が参加予定。
料 入場無料
問 熊本県小学校器楽合奏研究会
　 ☎096-343-1178（丸目）

２８（土）
２９（日）

コ

FULL

第59回　　　　　　　　　　
熊本県学校ダンス発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
豊かな感性と創造性を育てる表現・ダンスの日頃の学習の
成果発表。
料 入場無料
問 熊本県女子体育連盟　☎096-364-7513（藤塚）

２９（日）

FULL

演

ホワイエ薪能
問 熊本県立劇場　☎096-363-2233

１1（土・祝）
県劇

花形狂言	冬の大ツアー
問 熊本県立劇場
　☎096-363-2233

１９（日）

県劇

閉鎖 閉鎖 閉鎖

県劇ゼミ　　　　　　　　　　
～フロントスタッフのお仕事～

開場12：30／開演13：00／終演19：00
フロントスタッフ向け講座
・中会議室：13：00～16：00（座学）
・演劇ホール：16：00～19：00（実践）
料 無料　※要事前申し込み
問 熊本県立劇場　☎096-363-2235

１2（木） 演

第５３回	熊工定演
開場13：00／開演13：30／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演20：30
本年度創部60年目を迎えた熊工吹奏楽部の演奏会。　　
第一部：コンサートステージ
第二部：マーチングステージ
料【全席自由】
　 大人（大学生以上）1,000円
　 小人（高校生以下）500円
問 熊本県立熊本工業高等学校　☎096-383-2105（山本）

７（土）
	

コ

FULL

県劇
ほか

BUS 夜
のみ   

ほわいえはインターネットでも
読むことができます！ダイヤルインを導入しました

熊本県立劇場広報誌「ほわいえ」のバックナンバーを、下
記Webサイトで公開しています。

熊本県立劇場では、これまで代表電話により担当課へ取
り次ぎを行っておりましたが、2016年12月よりダイヤルイン

（直通電話）方式を導入いたしました。今後はご用件のある
課へ直接お問い合わせいただけます。
なお、担当する課がわからない場合は、096-363-2233（ホ
ール課）までおかけください。ファックス番号はこれまで通り
096-371-5246（各課共通）です。

熊本県立劇場ホームページ
http://www.kengeki.or.jp/newsletter

http://kyushu.ebpark.jp/

http://www.kumamoto-ebooks.jp/

熊本市民劇場第387回例会		
加藤健一事務所　　	　　　　
『Ｂｅ	Ｍｙ	Ｂａｂｙ	いとしのベイビー』

問 熊本市民劇場
　 ☎096-322-0500

２０（月）
２１（火）

ホール、練習室の利用に
関するお問い合わせ
チケットのご予約・お問い
合わせ

096-363-2233 ホール課

劇場主催事業に関する
お問い合わせ 096-363-2235 企画事業課

財団についての
お問い合わせ 096-363-2234 総務課

第42回	九州公演	日本フィル　
in	kyusyu	2017	熊本演奏会

問 熊本日本フィルの会
　 ☎096-354-2129（平日10：30～17：00）

１４（火）

県劇


