
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 3March

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2016年12月12日
（月）に演奏家派遣アウトリーチ事業を開催した御船町立御船小学校
の5年1組担任、松出直子先生にお話を伺いました。

41

プロの演奏家によるアウトリーチ事業をぜ
ひ御船小学校の児童にも経験してほしいとの
思いから、当校でも開催する運びとなりました。

今回は、5年生41名を対象に、ピアニスト
の山本亜矢子さんをお迎え。通常、音楽の授
業で使用しているグランドピアノですが、山
本さんの演奏が始まるやいなや、児童たちは
目をキラキラさせて見入っており、心から楽し
んでいることが伝わってきました。また、ピア
ノの音の仕組みを体験するために演奏中の
ピアノの下をくぐったり、曲から風景や物語
を想像したり、山本さんならではのプログラ
ムに感受性を刺激されたようです。クラシッ
ク曲の調べの美しさや楽しさにも気付くこと

ができました。
普段「感謝の気持ちを大切に」と指導してい

ますが、素敵な演奏を届けてくださった山本さ
んへ自然と感謝の思いが沸き上がったようで、
最後は全員で山本さんをお見送り。貴重な経
験を通して、音楽はもちろん他者の言葉をしっ
かりと「聞く心」、またいろいろな物事を受けと
める「豊かな心」が育っていることを感じまし
た。アウトリーチ事業は、教科書だけでは教え
ることができない情操教育といえます。ぜひた
くさんの児童に経験してほしいですね。

平成24年落成。校
舎内は木のぬくもり
を感じる造り。

3月満車予想カレンダー
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38#県劇練習室の風景

「NPO法人オハイエくまもと」は、障がいの
ある人もない人も一緒になって音楽やダン
スを楽しみ、音楽の力で心のバリアフリー
を目指すボランティアグループです。日頃
は音楽やダンスが大好きなパフォーマー
（主に知的発達障がいのある人たち）に楽
器演奏や歌、踊りを練習する場を提供し、
音楽指導者が指導しています。その発表
の場として年に１回、街の中心地などで道
行く人も巻き込んで一緒に音楽を楽しむ
「とっておきの音楽祭」を開催しています。

オハイエくまもと

HPアドレス　http://ohaie-kumamoto.org/

床に寝ころび、ピアノの
響きを体で感じる児童ら。

4April

…休館日

御船町立
御船小学校

２０１７くまもと・高校生演劇祭
開場12：30／開演13：00／終演17：00
高校生による演劇コンクール。
料【全席自由】500円
問 熊本市文化事業協会　☎096-355-5235

30（木） 演

第17回	お花見コンサート　　　
～東日本大震災・熊本地震復興支援
チャリティーコンサート～

問 岩代 千加子　☎096-372-1846

2（日）

熊本市民劇場第388回例会　	
青年劇場	『島』

問 熊本市民劇場　☎096-322-0500

7（金）
8（土）

地震1年後に熊本の「復活」を
祈るコンサート

問 熊本地震復興祈念演奏会実行委員会
　☎050-5276-9626（福田）

14（金）

陸上自衛隊第8師団	　　　　
熊本地震復興祈念コンサート

問 陸上自衛隊第8師団司令部総務課広報室
　☎096-343-3141（内線3445）

15（土）

ピティナ熊本支部創設30周年記念＆　　　　　
復興祈念コンサート

問ピティナ熊本支部　☎070-6595-8763（石飛）

21（金）

熊本学園大学付属中学高校			
吹奏楽部	第26回定期演奏会

問 熊本学園大学付属高校　☎096-371-2551（横井）

22（土）

藤扇流	熊本の会	発表会
問 藤扇流熊本の会　☎090-4343-7002（松原）

22（土）

第18回	ピカケスタジオ	　　　
ハワイアンフラ・タヒチアンダンス発表会

問ピカケスタジオ　☎096-343-1510

23（日）

Ｈ３	ＵＤ	Ｄａｎｃｅ	Ｆｅｓｔｉｖａｌ	　
Ｖｏｌ．10

問（有）エイチ スリー ウェルネス　☎096-365-6403

29（土・祝）

前進座８５周年	　　　　　　
特別公演	「怒る富士」

開場18：00／開演18：30／終演21：30
東日本大震災・熊本大分地震 復興支援企画
原作：新田 次郎 脚色：田島 栄 演出：十島 英明
料【全席自由】5,000円 ※当日500円高
問 前進座 熊本パル　☎096-345-4648

1（水） 演

FULL

専修大学玉名高校	ＶＥＮＴＵＲＥＳ	
18th	Ｃｏｎｃｅｒｔ

開場13：00／開演13：30／終演16：00
マーチングバンド全国大会15年連続出場、金賞
10回、最優秀賞5回のVENTURESがお届けする
圧倒的ミュージックパフォーマンス！！
料【指定席】1,500円
　【自由席】高校生以上1,000円、小中学生500円　※未就学児無料
問 専修大学玉名高等学校　☎0968-72-4151（浜田）

5（日）
演

FULL

県劇  

ほか

第22回	桜木中学校吹奏楽部
定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部：クラシックステージ　第2部：アンサンブル＆合奏
第3部：ポップスステージ
料 入場無料
問 桜木中学校吹奏楽部　☎096-365-1641（西原）

12（日）
演

FULL

Ａｑｕａ	Ｔｉｍｅｚ	アスナロウ					
ＴＯＵＲ	2017

開場18：30／開演19：00／終演21：30
料【全席指定】6,000円
問 GAKUON
　☎0985-20-7111

17（金） 演

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

熊本市立長嶺中学校吹奏楽部	　
第25回	定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
第1部：オリジナル クラシックステージ
第2部：POPS ステージ　第3部：3年生を送るステージ
料 入場無料
問 長嶺中学校吹奏楽部　☎096-368-9926（小野）

18（土） 演

FULL

レ・フレール	アンソロジー
開場17：30／開演18：00／終演20：00
これまでの楽曲とともに新曲も発表。圧倒
的なパフォーマンスで「レ・フレール名曲集」
とも言うべきステージを披露します。
料【全席指定】5,000円
　 ※3歳以下1名まで保護者膝上無料
問 GAKUON　☎0985-20-7111

25（土） 演

県劇   

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL BUS

劇団カッパ座	熊本公演　　	
「つるのおんがえし」

開場12：30／開演13：00／終演15：00
弱いものをいたわる優しさ、相手の気持ちを理解する思いやりをテー
マに、おとなから子どもまで世代を超えてお届けする珠玉の名作。
料【全席自由】中学生以上1,600円、3歳～小学生1,100円
　※当日400円高 ※3歳未満膝上鑑賞無料
問 熊本カッパ友の会　☎096-372-6670

26（日） 演

FULL

…休館日

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

国際ソロプチミスト熊本　　　	
女性と女児のためのチャリティー事業	
レジェンド	コンサート

問 国際ソロプチミスト熊本
　☎080-8952-3113（マキ）

16（日）

県劇
ハウス食品グループ	ファミリーコンサート
～名作アニメを観ながら聴く、　
はじめてのオーケストラ体験～

問 BEA　☎092-712-4221

23（日）

県劇

春日信子	ソプラノリサイタル	
熊本地震復興祈念コンサート

問グルッポ・ヴィーヴォ事務局　☎096-362-3556

30（日）

県劇

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ	Ｌａｂｏ．	Ｋｕｍａｍｏｔｏ	
第12回演奏会

開場13：45／開演14：30／終演16：30
指揮・ピアノ独奏：鈴木 優人
曲目：J.S.バッハ/Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV668a（鈴木優人編曲）
　　Ｆ．メンデルスゾーン/交響曲第3番「スコットランド」Op.56　ほか
料【全席自由】1,000円
問 アンサンブル・ラボ・クマモト事務局
　☎090-9583-8843（中川）

5（日）

FULL

県劇   

ほか

コ

デメーテル男声合唱団	　　　
第17回定期演奏会

開場13：00／開演14：00／終演16：00
オープニング及び第1部では「熊本地震」で
被災された人々への追悼の気持ちを込めて、
髙田三郎の「典礼聖歌」をささげます。
料【全席自由】一般1,000円、高校生以下500円
問 デメーテル男声合唱団　☎096-370-0008（岡本）

12（日）

県劇   

ほか

FULL 4

コ

第7回	熊本市立清水中学校　
吹奏楽部	定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部：若人の心、「ＧＲより」シンフォニック・セレクション　ほか
第2部：ディズニーメドレー、ヒットパレード2016
料 入場無料
問 清水中学校吹奏楽部　☎096-345-2753（後藤）

18（土）

FULL

コ

熊本県立第二高等学校吹奏楽部　
第40回定期演奏会

開場15：00／開演15：30／終演18：30
今年はＯＢバンドとの共演があります。
料 入場無料
問 第二高等学校吹奏楽部　☎096-368-4125（南）

19（日）
コ

東海大学付属熊本星翔高校　
吹奏楽部	第26回定期演奏会

開場16：00／開演16：30／終演19：00
第1部：クラシックステージ 「リバティー・ファンファーレ」　ほか
第2部：オリジナルステージ 「桃太郎～ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＴＯＲＹ～」
第3部：マーチングステージ 「キダム」より
料 入場無料
問 東海大学付属熊本星翔高校　☎096-382-1146

20（月・祝） コ

熊本市立京陵中学校吹奏楽部	
第40回定期演奏会	

開場17：00／開演17：30／終演20：00
曲目：マーチ・スカイブルー・ドリーム、吹奏楽のための風景詩
　　 「陽が昇るとき」より、宝島、コパカバーナ　ほか
賛助出演：第40回定期演奏会記念OB・OGバンド
料 入場無料
問 熊本市立京陵中学校　☎096-354-1316

24（金）
コ

第28回	東稜高等学校　　　
吹奏楽部定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
二部構成のプログラム≪ホワイエにてウェルカムコンサートあり≫
第1部：吹奏楽オリジナル曲ステージ　第2部：ポップス・ステージ
料 入場無料
問 東稜高等学校吹奏楽部　☎096-369-1008（米村）

26（日）

FULL

コ

第27回	熊本市立必由館　　
高等学校音楽会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
同窓会や本校音楽関係部活が、日頃の成果を発表します。コール
いてふ（同窓会）、音楽部、箏曲部、吹奏楽部、和太鼓部
料 入場無料
問 熊本市立必由館高等学校　☎096-343-0236（鹿子木）

27（月） コ

第36回	熊本県立第一高等学校
合唱団	定期演奏会

開場17：00／開演17：30／終演19：45
全国大会での演奏曲を含め、今年度の集大成として開催いたします。
Ⅰ. 1・2年生によるアカペラステージ
Ⅱ. 第一高校清香会音楽教室合唱団　Ⅲ. ポピュラーステージ　
Ⅳ. 第一高校合唱団ＯＧステージ　Ⅴ. 全学年によるステージ
料【全席自由】500円
問 第一高等学校合唱団　☎096-354-4933（大原）

28（火）

FULL

コ

平成28年度	陸上自衛隊　　　
西部方面音楽まつり

開場13：15／開演14：00／終演16：00
開場17：15／開演18：00／終演20：00
テーマ：「和・ＷＡ」
演奏曲目：ふるさと、平和を守る者、陸軍分列行進曲
　　　　 ＷＡになって踊ろう　ほか
出演者：西部方面音楽隊、第8音楽隊、第4音楽隊
　　　 第15音楽隊、6コ自衛太鼓チーム
ゲスト：在日米陸軍軍楽隊（初参加）
料 入場無料　※要事前申込み
問 陸上自衛隊 西部方面総監部総務部広報室 
　☎096-368-5111（内線2454～2457）

11（土） 演

FULL

熊本市民吹奏楽団	　　　　　
第34回定期演奏会

問 熊本市民吹奏楽団事務局
　☎090-5191-8238（大西）

29（土・祝）

県劇

第12回	熊本高校吹奏楽部　	
ＢＰコンサート

開場17：30／開演18：00／終演20：30
≪曲目≫第1部：ダイヤモンド・ヴァリエーション（R.ジェイガー）　ほか
      第2部：交響組曲「ハリー・ポッター」、「君の名は。」コレクション　ほか
      第3部：バレエ音楽「シバの女王ベルキス」（O.レスピーギ）
昨年の「ローマの祭」に続き、今年もレスピーギ作品をノーカットで演奏します。
料【全席自由】400円（当日100円高）
　 ※未就学児は無料
問 熊本高等学校吹奏楽部
　 ☎096-371-3611

25（土）

FULL

コ

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～

開場13：30／開演14：00／終演16：30
開場17：30／開演18：00／終演20：30
料【全席指定】6,500円
問 ソワード株式会社
　☎099-223-8005

28（火）

演
FULL

県劇   

ローソン  ほか

BUS 夜公演
のみ

舞踊集団	花やから
結成２０周年記念公演　　　　
～ちゃめ！娯楽（たのしみ）踊（うどぅ）い～	

開場13：30／開演14：00／終演16：00
開場18：30／開演19：00／終演21：00
結成20周年を迎えた舞踊集団「花やから」（沖縄）
による、琉球舞踊の演奏会。
出演：舞踊集団花やから  ゲスト：前川 守賢、饒辺 愛子
曲目：花、花やからのテーマ、カチャーチどんどん、涙そうそう　ほか
料【全席指定】4,800円
問 ＭＩＮ-ＯＮ熊本　☎096-344-4646

31（金） 演

県劇   

ぴあ  ローソン
ほか

BUS 夜公演
のみ

FULL


