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ネットワーク事業

木原不動尊春季大祭
日本三大不動尊の一つ「木原不動尊」の春季大
祭。炭火の上を素足で歩く「火渡り」など、荒行に
挑戦する参詣者も多い。例年2月28日に開催。
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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／牛深総合センター ☎0969-73-4191／天草市民センター ☎0969-22-4125
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日時　 5月11日（木）　開場 16：45　開演 17：30
会場　コンサートホール
料金　無料（要事前申し込み） ※未就学児の入場はご遠慮ください
出演　指揮・ヴァイオリン独奏：ピンカス・ズーカーマン
 管弦楽：宮崎国際音楽祭管弦楽団
プログラム　ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調 Op.67
　　　　　  ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61
主催 TKUテレビ熊本、UMKテレビ宮崎
 （公財）熊本県立劇場、（公財）宮崎県立芸術劇場

ピンカス・ズーカーマン 指揮・ヴァイオリン
宮崎国際音楽祭管弦楽団
みらいをつくろうコンサート
1996年にスタートした宮崎国際音楽祭から、熊本地震から
の復興を祈念し特別なオーケストラが来熊！県民の皆さまを
無料招待します。ヴァイオリンの巨匠、ピンカス・ズーカーマン
の独奏・指揮による、オールベートーヴェンプログラムです。

申込受付中！

林家たい平
独演会　

日時　3月20日（月・祝）　
 開場 13：30　開演 14：00
会場　天草市牛深総合センター
料金　【全席指定】
 一般1,000円、高校生以下500円
出演　林家たい平
主催 天草市、（公財）熊本県立劇場
問い合わせ　牛深総合センター
　　　　　　☎0969-73-4191

「笑点」でお馴染み！！落語家の林家たい平さん
が天草市牛深町にやってきます。

今月開催！

プレイガイド
牛深総合センター／天草市民センター

KENGEKI@Liveとは
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。

ハンドフルートコンサート

両手を楽器の代わりにして演奏する“ハンドフ
ルート”の優しい音色をお楽しみください

日時　3月18日（土） 13：00～13：30
会場　光庭横休憩スペース ※観覧無料
出演 高山 大知（ハンドフルート）
 坂田 飛鳥（ピアノ・ギター）
曲目 春なのに
 やさしさに包まれたなら
 チャールダーシュ　ほか

KENGEKI@Live #129

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

チケット発売中！

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ひとりとみなされている指揮者・作曲家です。iPad用のア
プリを開発、Apple社のCMに楽曲が使用されるなど先進的な試みも注目されています。
サロネンとフィルハーモニア管弦楽団は熊本初登場。ソリストにヴァイオリンの諏訪内晶
子を迎え、極上の音楽をお届けします。
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。

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Op.115
　 　　　メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64
 　　　　　　　　　（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Op.92
主催 鶴屋百貨店、（公財）熊本県立劇場

Nicolas Brodard
エサ＝ペッカ・サロネン

吉田 民人
諏訪内 晶子

Cheryl Mazak
ピンカス・ズーカーマン

①官製はがきの場合 ②インターネットの場合
（パソコン、スマートフォン、携帯電話）
県立劇場公式ホームページの
申し込みフォームからお申し込みください。

官製はがきに
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号
⑤希望枚数（最大2枚まで）⑥車いす席希望の有無
をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
＜宛先＞〒862-0971　熊本市中央区大江2-7-1
熊本県立劇場「宮崎国際音楽祭管弦楽団」公演 係

※希望者多数の場合は抽選となります
※お申し込み後、ご当選された方には入場整理
券を送付させていただきます

※抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください 熊本県立劇場

http://www.kengeki.or.jp/

検索

入場整理券申し込み方法 締め切り：2017年3月25日（土）必着
宮崎国際音楽祭管弦楽団

演奏家派遣アウトリーチ事業

Trio Coloreと
愉快な仲間コンサート

日時　3月12日（日）　開場 13：30　開演 14：00
会場　益城町文化会館
料金　【入場無料】（全席自由・要整理券）
出演　♪Trio Colore
 　ヴァイオリン：緒方 愛子
 　サクソフォン：西口 新一郎
 　ピアノ：山本 亜矢子
 コントラバス：亀子 政孝
曲目 花は咲く、モンティ/チャルダッシュ
 あんたがたどこさ、組曲「ドリー」より/フォーレ　ほか
主催 益城町文化会館管理運営共同企業体
 （公財）熊本県立劇場
問い合わせ　益城町文化会館　☎096-286-1511

ヴァイオリン・サクソフォン・ピアノという珍
しい組み合わせのTrio Colore。今回は“愉快
な仲間”コントラバス奏者の亀子政孝も加わ
ります。それぞれの楽器の魅力と息の合った
アンサンブルをご堪能ください。

オハイエくまもと　
第8回 とっておきの音楽祭

日時　3月19日（日）　
 オープニング10：15～10：45
 ストリート演奏11：00～15：00
 フィナーレ16：00～17：30
会場 「花畑ひろば」ほか熊本市街地
出演　オハイエくまもと音楽隊
 プロ、アマミュージシャン約100団体
 そのほか、特別ゲスト
主催 NPO法人オハイエくまもと
問い合わせ　オハイエくまもと事務局
　　　　　　☎096-325-3533

熊本県立劇場は、音楽の力で心のバリアフ
リーを目指している「オハイエくまもと」の活
動を応援しています。熊本市の街中で、心温
まるステージがご覧になれます。どうぞ、お
立ち寄りください。

第7回とっておきの音楽祭フィナーレ

応援して
います！

オハイエくまもとの活動について
裏面でもご紹介しています。

くまモン音楽祭
～こどもが主役の復興音楽祭～

日時　4月16日（日）
 開場 16：30　開演 17：00
会場　演劇ホール
料金　無料（要事前申し込み） 
プログラム　森田 花央里 作詞・作曲／合唱組曲「くまモン」
 　　大江 千里／熊本をうたう
 　　くまモン夢学校byコロッケ先生
出演 NHK熊本児童合唱団
 益城町立広安西小学校吹奏楽部
 コロッケ
 大江 千里
 くまモン
主催 （公財）熊本県立劇場
 熊本日日新聞社
共催 熊本県
 （一社）FOR KUMAMOTO PROJECT

「平成28年熊本地震」から1年。この震災を語り
継ぎ、未来へのメッセージとするステージを熊本
の子どもたちとつくりあげます。

申込受付中！

コロッケ 大江 千里

入場整理券
申し込み方法

2017年4月10日（月）
必着

官製はがきに
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号
⑤希望枚数⑥車いす席希望の有無
をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
＜宛先＞〒860-8506　熊本市中央区世安町172
　　　  熊日「くまモン音楽祭」係

※1家族につき1回のお申し込みとさせていただきます
※希望者多数の場合は抽選となります
※お申し込み後、ご当選された方には入場整理券を送付
させていただきます
※抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください
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