
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 2February

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12月19日（月）に県立
劇場による演奏家派遣アウトリーチ事業を実施した御船町立小坂
小学校教諭・吉村由美子先生にお話を伺いました。

40

子どもたちに本物の音楽を体感してもら
おうと、御船町の各小学校ではアウトリーチ
事業を積極的に活用しています。本校も例年
行っており、本年度は、サクソフォン奏者の西口
新一郎さんとピアノ奏者の本田美紀さんを迎
え、5・6年生の児童を前に演奏を披露していた
だきました。サンサーンス作曲「白鳥」を聞いて、
その場面を想像して楽曲のイメージを膨らま
せたり、また身近なチューブに漏斗を付けた手
作りの楽器に挑戦したり、子どもたちが音楽
の楽しさに引き込まれ、生き生きと目を輝かせ
ていた姿が印象的でした。
アウトリーチ事業は、子どもたちに多くのも
のを与えてくれる存在です。生演奏の迫力、楽

器に親しむ心、そしてプロの演奏家との触れ
合いなどを通して、「もっと音楽を聞いてみた
い」「自分も音楽家になりたい」と、夢と希望を
見出す子も少なくありません。今回、自分が感
動した経験を胸に、「将来は感動を与える人に
なりたい」と思ってくれたらうれしいですね。
本年度は熊本地震でできませんでしたが、例

年、平成音楽大学の学生さんたちと交流し、さ
まざまな音楽に触れ合う機会を大切にしていま
す。これからも音楽を通して、子どもたちの心に
響く感性を育てる場を作っていきたいですね。

熊本地震を乗り越
えて、復興が進む
学び舎。
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38#県劇練習室の風景

合唱団いひゅうもんは、高校生から入るこ
とができる混声合唱団です♪
24時間365日団員募集中です。経験者の
方はもちろん、未経験の方も大歓迎です！
ぜひ一度見学においでください♪

合唱団いひゅうもん（混声合唱）

活動予定　週一回程度
HPアドレス　https://ihyumon.jimdo.com/

チューブを器用に吹いて
「カエルの歌」を大合奏。

3March

…休館日…休館日

御船町立
小坂小学校

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

ダイヤルインを導入しました

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。

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

前進座「怒る富士」
問劇団前進座　☎0422-49-2633

１（水）

専修大学玉名高校	
VENTURES	18th	
Concert

問専修大学玉名高等学校　☎0968-72-4151

５（日）

第22回	桜木中学校吹奏楽部
定期演奏会

問熊本市立桜木中学校吹奏楽部　☎096-365-1641

１２（日）

第7回	熊本市立清水中学校　
吹奏楽部	定期演奏会

問熊本市立清水中学校吹奏楽部　☎096-345-2753

１８（土）

熊本市立長嶺中学校吹奏楽部	
第25回	定期演奏会

問熊本市立長嶺中学校吹奏楽部　☎096-368-9926

１８（土）

熊本県立第二高等学校吹奏楽部　
第40回定期演奏会

問第二高等学校吹奏楽部　☎096-368-4125

１９（日）

東海大学付属熊本星翔高等学校
吹奏楽部	第26回定期演奏会

問東海大学附属熊本星翔高校　☎096-382-1146

２０（月・祝）

第12回	熊本高校吹奏楽部																
ＢＰコンサート

問熊本高等学校吹奏楽部　☎096-371-3611

２５（土）

熊本市立京陵中学校吹奏楽部　
第40回定期演奏会

問 熊本市立京陵中学校吹奏楽部育成会
　☎090-5944-3844（濱口）

２4（金）

第28回	東稜高等学校吹奏楽部　
定期演奏会

問東稜高等学校吹奏楽部　☎096-369-1008

２６（日）

劇団カッパ座	熊本公演　　　
「つるのおんがえし」

問熊本カッパ友の会　☎096-372-6670

２６（日）

第27回	熊本市立必由館高等学校　
音楽会

問熊本市立必由館高等学校　☎096-343-0236

２７（月）

第36回	熊本県立第一高等学校
合唱団	定期演奏会

問第一高等学校合唱団　☎096-354-4933（大原）

２８（火）

アートキャラバンくまもと＃100	
Ｎ響からのおくりもの　　　　
～N響	室内楽“四季”～

開場18：15／開演19：00／終演20：30
被災された皆さんに音楽や演劇などのアートを届ける「アート
キャラバンくまもと」が、2月に第100回を迎えます。100回目の
開催はスペシャルバージョン！N響メンバーによる室内楽をお楽
しみいただきます。NHK交響楽団と県立劇場、NHK熊本放
送局による、熊本地震の復興支援としての特別公演。
ヴァイオリン独奏：篠崎	史紀
　　　　　　　（NHK交響楽団第1コンサートマスター）
室内楽：NHK交響楽団メンバー
料入場無料　※要入場整理券（申込受付終了）
問熊本県立劇場　☎096-363-2235（企画事業課直通）
　NHK熊本放送局　☎096-326-8203

6（月）

FULL BUS

コ

平成28年度　　　　　　　　
第67回熊本県高等学校　　　
ダンス発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
熊本県内の高校生によるダンス発表会。
料入場無料
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） 演

第32回	合唱祭
開場9：00／開演9：20／終演16：00
熊本県内の小学生の合唱発表。
料入場無料
問熊本県小学校合唱教育研究会　
　☎096-323-3264（本郷）

4（土） コ

FULL

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」

開場13：30／開演14：00／終演16：00
復旧・復興をテーマとしてゲストを招いた吹奏楽・ステージドリ
ルの演奏会。
料入場無料　※要事前申し込み
問熊本県警察本部広報県民課広報係
　☎096-381-0110（内線2174）

１８（土） コ

FULL

第2回	舞台技術の基礎講座
開場9：30／開演9：30／終演17：00
舞台を光と闇で演出する「舞台照明」と音で演出する「舞台
音響」の基礎を学べる講座。
料受講料無料（定員に達しましたので締め切りました）
問熊本県立劇場
　☎096-363-2235（企画事業課直通）

１２（日） 演

FULL

ホワイエ薪能
開場17：30／開演18：00／終演20：00
失望と怒り、そして鬼女が絶望の果てにみたものは・・・能「黒塚」
金春流	仕舞「嵐山」、大蔵流	狂言「節分」、
喜多流	仕舞「八島」、観世流	仕舞「松風」、喜多流	能「黒塚」
料【全席自由】3,000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

コ11（土・祝）

県劇   

ぴあ  ローソン

第42回	九州公演　　　　　　
日本フィル	in	kyusyu	2017	　
熊本演奏会

開場18：15／開演19：00／終演21：00
1995年、2001年に続いて、九州公演3回目の登場となる「音楽
に生命を吹き込むマエストロ」の広上淳一氏、ソリストに「ハンガ
リーの血をひくピアノの貴公子」の金子三勇士氏（ピアノ）を迎え
ての日本フィルハーモニー交響楽団によるクラシックコンサート。
曲目：モーツァルト「交響曲第32番」
　　	リスト「ピアノ協奏曲第1番」
　　	Ｒ＝コルサコフ「交響組曲≪シェエラザード≫」
料【全席指定】Ｓ席7,000円
　Ａ席6,000円、Ｂ席4,500円
　※車いす席は6,000円（事務局のみ取り扱い）
問熊本日本フィルの会
　☎096-354-2129

１4（火） コ

FULL BUS

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

熊本市子ども劇場　　　　　　
創作歌舞伎「牛若丸」

開場18：30／開演19：00／終演21：00
前進座公演。子どもも楽しめる創作歌舞伎。
併演「歌舞伎の楽しさ」
料会員制
問熊本市子ども劇場　☎096-356-0741

１７（金） 演

4

花形狂言　　　　　　　　　　
ＨＡＮＡＧＡＴＡ	2017　　　
冬の大ツアー

開場13：30／開演14：00／終演16：00
江戸時代より400年にわたり続く狂言の名家、京都・大蔵流　
茂山千五郎家。そんな歴史と伝統を誇る茂山家の若手メン
バーからなるＨＡＮＡＧＡＴＡ。若手といえども、30年を超える芸
歴をもつ狂言師たちが魅せる確かな芸は本物。彼らＨＡＮＡＧ
ＡＴＡが、古典芸能の枠を超え、新感覚の舞台を繰り広げる。
料【全席指定】
　Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円
　※高校生以下、障がいのある方半額
問熊本県立劇場　☎096-363-2233

１9（日） 演

FULL

県劇   

ぴあ  ローソン

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』

20日　開場18：00／開演18：30／終演20：55
21日　開場13：00／開演13：30／終演15：55
観るものすべての人の心を最高にハッピーに温めてくれる、
超傑作ラブ（？）コメディーが誕生。
作：ケン・ラドウィッグ
演出：鵜山	仁
出演：加藤	健一、阿知波	悟美、加藤	忍　ほか
料会員制
問熊本市民劇場　☎096-322-0500

２０（月）
２1（火）

演

BUS20日   
のみ

全国幼稚園保育園ミュージック
フェスティバル２０１７

開場11：30／開演12：00／終演15：30
保育園児・学童による日本太鼓の発表。
料【全席自由】大人1,000円、子ども700円（小学生）
　※当日券のみ
問全日本幼児教育連盟　☎096-285-8444（八角）

２6（日）
演

FULL

デメーテル男声合唱団　　　
第17回定期演奏会

問デメーテル男声合唱団　☎096-370-0008（岡本）

１２（日）

県劇

Ａｑｕａ	Ｔｉｍｅｚ　　　　　　　
アスナロウ	ＴＯＵＲ	2017

問 GAKUON　☎0985-20-7111

１７（金）

県劇

レ・フレール	アンソロジー
問 GAKUON　☎0985-20-7111

２５（土）
県劇

平成28年熊本地震チャリティー公演
福田こうへい	コンサートツアー
2017	～全身全霊～

問ソワード株式会社　☎099-223-8005

２８（火）

県劇

2017くまもと・高校生演劇祭
問熊本市文化事業協会　☎096-355-5235

３0（木）

結成２０周年記念公演　　　　
舞踊集団「花やから」

問ＭＩＮ－ＯＮ熊本　☎096-344-4646

３１（金）

県劇

第27回　　　　　　　　　　
碧落アンサンブル定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部：吹奏楽オリジナル曲
　　　マーチ「希望の光」
　　　吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」全楽章
第2部：ポピュラーステージ
料【全席自由】大人（中学生以上）500円、小学生100円
　※未就学児無料
問碧落アンサンブル　☎090-4585-7453（四方田）

２6（日） コ

FULL

県劇

あたまの話とらくごの噺
開場19：00／開演19：30／終演21：30
出演者：茂木	健一郎（脳科学者）
　　　	松元	ヒロ（コメディアン）
　　　		立川	談笑（落語家）
料【全席指定】3,000円
問らくごらぼ　☎090-4379-8182（山口）

２8（火） 演

県劇   

ほか

FULL

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ	Ｌａｂｏ．　　　　　
Ｋｕｍａｍｏｔｏ	第12回演奏会

問 Ensemble	Labo.	Kumamoto　☎090-9583-8843（中川）

５（日）

県劇


