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花形狂言

日時　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

日本の伝統芸能“狂言”を鮮やかに軽やかに、刺激的に―
京都より茂山千五郎家のＨＡＮＡＧＡＴＡが“おもろい狂言”お届けします。

支援の対象となる公演

支援の対象となる公演は下記のいずれにも該当する公演です。
1.平成29年4月1日から平成30年3月31日までに熊本県立劇場で行われ、熊本県立劇場から使用許可を受けている公演
2.県内の文化団体・サークル等が主催し、広く県民の鑑賞を目的とした有料の公演で、熊本県立劇場のコンサート
ホール又は演劇ホールの特性を十分に活かすことのできる音楽・舞踊・演劇等の公演

支援の対象とならない事業

前項の規定にかかわらず、次の各項目のいずれかに該当するものは、対象としません。
1.プロの芸術家個人または団体による興行もしくはリサイタル等
2.政治的または宗教的な普及宣伝活動と認められる公演
3.特定の企業の広報・宣伝活動を伴う公演
4.チャリティー事業等で寄付等を伴う公演
5.学校関連行事やカルチャー教室等による内部の発表会的な公演で、広く県民の鑑賞を目的としない無料の公演
6.本事業に3年連続で採択された団体による公演
7.その他、内容がふさわしくないと認められる公演

支援内容

1.公演本番当日（1日分）の熊本県立劇場ホール使用料相当額（限度額30万円、附属設備使用料を除く）の助成。
ただし、公演終了後に提出される公演実績報告書に基づき、収支が黒字の場合は、助成額の減額や取り消しとな
る場合があります。
2.（公財）熊本県立劇場広報媒体による公演の周知広報

申請方法

熊本県立劇場１Ｆ事務所に置いてある支援事業申請書に必要事項を記入の上、持参または郵送にてご提出ください。申
請書は、県立劇場ホームページからもダウンロードできます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.kengeki.or.jp

申請期間

平成29年1月4日（水）～1月22日（日）（消印有効）
※持参の場合は最終日の午後7時までに１Ｆ事務所までお持ちください。

平成29年度 文化活動支援事業対象公演募集のお知らせ

熊本県立劇場で上演される公演を助成します。

一勝地駅
全国から合格を祈願する受験生が訪れる
一勝地駅。“一勝祈願”入場券や列車のす
べり止めに使われる砂などのグッズがある。

熊本県立劇場広報誌

アカペラコンサート
日時　1月9日（月・祝） 
 15：30～16：00
会場　光庭横休憩スペース ※観覧無料
※詳細は熊本県立劇場HPにてご確認ください

KENGEKI@Live #127

長きにわたりウィーン国立歌劇場の専属歌手として活
躍し、帰国後も数々のオペラで主演を務める日本のプリ
マドンナ佐々木典子と、日本人離れした高音で聴衆の
心を掴む大澤一彰の２人が、魅惑のオペラアリアと歌曲
をおおくりします。

日時　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

1月［睦月］
【編集・制作・印刷】
中央印刷紙工株式会社
〒860-0041  熊本市中央区細工町1丁目51番地
Tel.096-354-4191 Fax.096-354-4165
http://www.cppc.co. jp/

【発行日】 ２０１6年12月20日 ※掲載内容は12月15日現在のものです

【企画・発行】
公益財団法人熊本県立劇場
〒862-0971  熊本市中央区大江2丁目7番1号
Tel.096-363-2233 Fax.096-371-5246
http://www.kengeki.or.jp/

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／鶴屋百貨店東館3階クラシックサロン ☎096-327-3707

鶴屋百貨店創業65周年・熊本県立劇場開館35周年記念 共同企画
エサ=ペッカ・サロネン指揮　フィルハーモニア管弦楽団
熊本地震復興支援チャリティコンサート

日時　5月17日（水）　開場 18：00　開演 19：00
会場　コンサートホール
料金　【全席指定】SS席12,000円、S席10,000円、A席8,000円、B席6,000円

※U25（25歳以下）割／B席3,000円
出演 指揮：エサ=ペッカ・サロネン
　　　ヴァイオリン独奏：諏訪内 晶子
　　　管弦楽：フィルハーモニア管弦楽団
プログラム　ベートーヴェン／序曲「命名祝日」ハ長調
　　　　メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲ホ短調（ヴァイオリン：諏訪内 晶子）
　　　　ベートーヴェン／交響曲第７番イ長調
主催 鶴屋百貨店、（公財）熊本県立劇場 プレイガイド

鶴屋百貨店東館3階クラシックサロン
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
チケットぴあ（Pコード：318-794）
ローソンチケット（Lコード：82491）
オフィス・ムジカ
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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）

「道成寺」、「葵上」とともに「三大鬼
女」と呼ばれる能「黒塚」のほか、地元
出身の能楽師三流派が幽玄な世界
に誘います。

日時　 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
演目 金春流 仕舞「嵐山」 田中 寿男
 大蔵流 狂言「節分」 （シテ）山本 則重、（アド）山本 則秀
 喜多流 仕舞「八島」 　　 大島 衣恵
 観世流 仕舞「松風」 　　 菊本 澄代
 喜多流 能「黒塚」 （シテ）狩野 了一、（ワキ）御厨 誠吾

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！ 良席はお早めに！

中村 修

能「黒塚」

my sweet home～旅は道連れ～

鶴屋百貨店創業65周年、熊本県立劇場開館35周年を記念し、イギリスの名門オーケス
トラ・フィルハーモニア管弦楽団のコンサートを開催します。
フィルハーモニア管弦楽団は1945年の創設以来、20世紀を代表する偉大なクラシッ
ク演奏家と共演を重ねており、とくにカラヤンと多くの録音を残したことで知られていま
す。今回このオーケストラを率いるのは首席指揮者のエサ＝ペッカ・サロネン。クラシッ
ク音楽界において最も重要な芸術家の一人とみなされている指揮者・作曲家です。
なお、このコンサートの売上金は熊本の文化財復興のため、熊本県へ寄附いたします。

吉田 民人
諏訪内 晶子

Katja Tahja
エサ＝ペッカ・サロネン

Clive Barda
フィルハーモニア管弦楽団

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）
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今月開催！

昨年開催した県出身音楽家のガ
ラ・コンサート「クラシックの小箱
vol.10」に出演してくださったお
二人。その素晴らしい歌声に絶賛
の声が寄せられました。一部です
が、皆様の声を紹介します。

チケット発売開始！
1月18日（水）

～「クラシックの小箱 vol.10」アンケートより～

佐々木典子さんのトークが、敷居の高さを取り払ってくれたこと、初心者でも楽しめるように
有名な曲を入れてくれたこと、とても満足しています。また来たいと思いました。

最後の佐々木典子さんと大澤一彰さんの掛け合いが、とても綺麗で一番心に残っています！

身体がしびれる程、心に響く音楽に聴き入っていました。超一流の演奏に触れさせていただき、
心と体が元気になりました。

とても贅沢なコンサートでした。途中に曲の解説などもあり、演奏が一段と味わい深いものと
なりました。若い人にも聴いてもらいたいと思いました。

佐々木さんと大澤さんの歌声に惚れ惚れとしました。

前回公演への皆様からの声

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！

KENGEKI@Liveとは

KENGEKI@Live #127の様子

熊本県立劇場 検索
http://www.kengeki.or.jp/


