
※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 11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コ コンサートホール

演 演劇ホール

チケット取り扱い
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）

ローソン熊日プレイガイド	 ☎096-327-2278
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beyond2020プログラム
募集のお知らせ

November
…休館日…休館日

　「beyond2020プログ
ラム」とは、東京オリンピ
ック・パラリンピックが開
催される2020年以降を
見据え、多様な文化を活
かした次世代に誇れるレ
ガシー創出を行う文化団
体等に対して、国がロゴマークを付与し、国内外
へ情報を発信する制度です。営利・非営利団体
を問わず、舞台やコンサート、芸術展など幅広い
活動が対象となります。
　熊本の文化・芸術活動を国内外へ発信し、
東京大会を盛り上げるため本制度の活用をご検
討ください。下記ＨＰに認証要件や申請書を掲
載しています。詳細は電話等でお尋ねください。

第53回	
熊本市民コーラス交歓会

問 熊本市民合唱団体協議会	☎090-2965-2215（中野）

11／2（木）

第50回	熊日学生音楽コンクール	
合唱本選

問 熊本日日新聞社	☎096-361-3383（野口）

3（金・祝）

第56回	熊本県新人演奏会
問 熊本県文化協会	☎096-383-0600

4（土）

ケロポンズ	おもしろコンサート
２０１７

問おもしろコンサートの会	☎090-8419-5634（甲斐）

5（日）

平成29年度	
第20回	尚絅コンサート

問 尚絅中学高等学校	☎096-366-0295（林）

11（土）

西日本ハワイアン協会	第３回
熊本地区フラフェスティバル

問 西日本ハワイアン協会	☎096-342-6670

11（土）
12（日）

立川	談春	独演会	2017	
全国ツアー

問キョードー西日本	☎092-714-0159

14（火）

熊本大学マンドリンクラブ					
第60回定期演奏会

問 熊本大学マンドリンクラブ	☎090-9494-3514（永田）

18（土）

第32回	女声合唱フェスティバル
問 熊本県おかあさんコーラス連盟
　☎090-4999-7768（平江）

19（日）

笑福亭鶴瓶	落語会
問キョードー西日本	☎092-714-0159

20（月）

第27回	グレンツェンピアノ
コンクール	熊本本選

問グレンツェンピアノ研究会	
　☎0995-22-4158

25（土）
26（日）

文徳高校吹奏楽部	
オータムコンサート2017

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部／Classic＆Original
	　　　　（行進曲「士官候補生」	ほか）
第2部／バトンとの共演
													（フレンズバトンスタジオの皆様との共演	ほか）
第3部／Pops
　　　　	（ルパン3世のテーマ、OB合同演奏	ほか）
料入場無料
問文徳高等学校	
　☎096-354-6416（遠山）

10／1（日）

FULL

コ

ふるさと熊本にとどけ心の唄！
復興への道・民謡の力

開場9：30／開演10：00／終演16：30
オープニング／
　秀岳館高校：雅太鼓、九十九里大漁木遣り唄
復興の舞（神楽）／阿蘇西原村白山姫神社
舞台劇<櫻紅葉>	作：南	紗綾
ゲスト／玄海竜二（大衆演劇）、清野明子（民謡歌手）、
	　澤田勝仁（津軽三味線奏者）
料【指定席】3,000円
　【自由席】一般2,000円
　　　　　高校生以下1,500円
　※ホームページでも購入可
問民謡竹峰流	
　☎096-367-6186

1（日） 演

FULL

 

ほか

ayumi	hamasaki	
『Just	the	beginning	―20―	
TOUR	2017』

開場18：00／開演19：00／終演21：30
料【全席指定】8,800円
問キョードー西日本
　☎092-714-0159

5（木） 演

FULL

熊本市民劇場第391回例会
劇団文学座
『大空の虹を見ると私の心は躍る』

6日　開場18：30／開演19：00／終演20：45
7日　開場13：00／開演13：30／終演15：15
8日　開場13：00／開演13：30／終演15：15
作／鄭	義信　
演出／松本祐子
出演／坂口芳貞、清水明彦	ほか
舞台は地方都市の繁華街のはずれにポツンとある
廃館間近の映画館。そこに集う人々の物語。人と触
れ合うことで変わっていける。鄭義信のやさしさとユー
モアに包まれた怒りを届けます。
料会員制
問熊本市民劇場	
　☎096-322-0500

6（金）
～8（日）

演

FULL 6日   
以外 

BUS 6日   
のみ

アートダンスフェスティバル	
2017

開場11：30／開演12：30／終演16：00
プロダンサーによるショータイム、アマチュアとプロによる
演技発表、アマチュアチームによるフォーメーションダンス。
料【全席指定】
　Ｓ席6,000円
　Ａ席5,000円
　Ｂ席2,000円
問熊本県プロダンスインストラクター協会
　☎096-381-6288

9（月・祝）

FULL

演

實川	風	
ピアノ・リサイタル

開場18：00／開演18：30／終演20：30
＜演奏予定曲目＞
　ベートーヴェン／エリーぜのために、
　　トルコ行進曲（ルービンシュタイン＝實川編）
　ブルグミュラー／アラベスク、パストラール、小川、
　　狩り、バラード、タランテラ
　ショパン／エチュード変イ長調「エオリアンハープ」作品25-1、						　　
　		ワルツ第6番	変ニ長調「子犬のワルツ」作品64-1
　ショパン／幻想曲ヘ短調	作品49
　ベートーヴェン／ピアノソナタ第21番	ハ長調
　　「ワルトシュタイン」作品53
料【指定席】3,500円
　【自由席】2,500円
　※高校生以下は各1,000円引
　【親子券】指定席5,500円、
　　　　　自由席3,500円
問大谷楽器	☎096-355-2248

7（土） コ

FULL

県劇  ローソン  

ほか

 ぴあ
（自由席のみ）

KODA	KUMI	LIVE	TOUR	
2017	～W	FACE～

開場17：30／開演18：30／終演21：00
料【一般指定席】8,600円
　【ファミリーシート】8,600円
　※小学生以上有料
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

10（火） 演

FULL

今藤珠美『外務大臣表彰』・
『高円宮記念日韓交流基金顕彰』記念
日韓交流	大和楽演奏会	
～三味線は海を越えて～

開場18：00／開演18：30／終演20：30
＜演目＞
　日韓交流演奏	大和楽「羽衣三番叟」
　創作舞踊	大和楽「花姿ー肥後六花ー」
演奏／大和楽「あすなろう」
賛助出演／<日本舞踊>藤間蘇和・高濱流	光
華 ・々藤間絲恵・吉村ゆみ・藤間豊大郎・花柳琴臣							
<コムンゴ>パク・ソニョン、<チャング>イ・チャンソプ
特別出演／三代目家元	大和櫻笙
料【全席自由】5,000円
問大和久子（今藤珠美）	☎090-3604-9002

13（金） 演

県劇  ぴあ

FULL

KMA室内合奏団	
第５回定期公演

開場18：00／開演19：00／終演21：00
コンサートマスターに日本フィルソロコンサートマス
ターの木野雅之氏を中心に、九州出身のプロで活躍
している若手メンバーで構成。今年も新しい試みと力
強い音色をお楽しみください。
＜曲目＞
　エルガー作曲／弦楽セレナーデ
　チャイコフスキー作曲／弦楽セレナーデ		ほか
※ロビーコンサート	18：20～18：35
料【指定席】（1・2階）2,500円
　【自由席】（3階）1,500円
問熊本ミュージックアーティスト	
　☎090-4983-1614

13（金）

FULL

県劇  

ぴあ  ほか

コ

RKK熊本県小中学校
器楽合奏コンクール

14日　開場9：00／開演10：00／終演17：00
21日　開場9：30／開演10：00／終演17：00
22日　開場9：30／開演10：00／終演17：00
熊本県内の小・中学生を対象とした器楽合奏コンクール。
料入場無料
問ＲＫＫ熊本放送	☎096-328-5525

14（土）
21（土）
22（日）

FULL

コ

それいけ！アンパンマン	
ミュージカル	「勇気の花に歌おう♪」

14日　開場11：30／開演12：00／終演13：30
　　　	開場14：30／開演15：00／終演16：30
15日　開場13：30／開演14：00／終演15：30
ＫＫＴで放送中の人気アニメがミュージカルになって
やって来る。アンパンマンと仲間たちが大集合。一緒
に歌って踊れるよ。
料【全席指定】2,700円
※当日は200円高	※3歳から有料
※3歳未満のお子様を保護者1名につき膝の上に1名可
問キョードー西日本	☎092-714-0159

14（土）
15（日）

演

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL

九州ハワイアン協会	第29回
熊本地区フラフェスティバル

21日　開場10：00／開演10：30／終演15：00
22日　開場10：00／開演10：30／終演16：00
フラダンスの発表会。
料【全席自由】前売り1,500円
　当日1,700円、当日小人500円
　※小人（15歳以下）
　※チケット1枚で15歳以下のお子様1人も一緒に入場可
問九州ハワイアン協会	☎096-359-3738

21（土）
22（日）

演

FULL

立川志の輔	独演会
開場18：00／開演18：30／終演21：00
ファン必見！年に１度の熊本公演！！古典から創作まで、
立川流の真髄をお見逃しなく！
料【全席指定】
　Ｓ席4,200円、Ａ席3,700円
　※当日500円高
問KABイベント	
　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

27（金） 演

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL BUS

２０１７	ルーテル学院音楽会
開場13：00／開演13：30／終演16：00
出演／校内オーディションにより選ばれた生徒				
　コーラス部、吹奏楽部、他文化系クラブ
賛助出演／デメーテル男声合唱団、フリーデコール、
　ファーレ・ローザ、ルーテルマミーコーラス
料入場無料
問ルーテル学院中学・高等学校
　☎096-343-3246（西山）

28（土）

FULL

コ

ザ・シンフォニエッタ	
第30回演奏会

問ザ・シンフォニエッタ
　☎090-7383-4953（クープス）

5（日）

県劇

平成29年度	松竹大歌舞伎
問 RKK公演情報係	☎096-328-5525
　（平日10：00～17：00）
　熊本日日新聞社事業部	☎096-361-3383
　（平日10：00～17：00）

13（月）
県劇

ディズニー・オン・クラシック			
まほうの夜の音楽会	2017			
熊本公演

問ＲＭＰチケットセンター
　☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

21（火）

県劇

熊本復興オペラ	「蝶々夫人」
（全幕・伊語上演）

問ＮＰＯ法人	テアトロ・リリカ熊本
　☎096-326-7729

23（木・祝）

県劇

第104回	熊本交響楽団定期演奏会
問 熊本交響楽団	☎090-4772-9090

12（日）
県劇

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20533.html
beyond2020プログラム募集（熊本県HP）

熊日ストリートダンスコンテスト
２０１７

開場11：30／開演12：00／終演16：00
熊本県在住の小中高生らを対象としたコンテスト。
料【全席指定】1,500円
　※3歳未満の膝上鑑賞は無料
問熊本日日新聞社	☎096-361-3383（切通）

28（土） 演

ぴあ
ほか

FULL

第２０回	日本太鼓
ジュニアコンクール熊本県予選

開場10：00／開演10：30／終演16：00
料【全席自由】1,000円
問全九州太鼓連合	熊本県支部
　☎090-8669-6315（坂口）

29（日） 演

FULL

市川由紀乃	コンサート	2017
開場13：30／開演14：00／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演20：00
料【全席指定】
　Ｓ席5,500円、Ａ席4,500円
問鈴木企画
　☎092-285-4864

30（月） 演

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

TSUKEMEN	LIVE	2017	
～RECHARGE～

開場14：30／開演15：00／終演17：00
結成9年を迎えたＴＳＵＫＥＭＥＮ。更なる飛躍へ向け
て、アルバム全曲をメンバー自身による作曲楽曲の
みで構成。アルバム「RECHARGE」をひっさげての
九州ツアー。
料【全席指定】
　ＳＳ席4,500円、Ｓ席4,000円
			Ａ席3,000円
　※当日は各席500円高
問ＲＭＰチケットセンター
　☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

15（日）

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

3FULL

コ

熊本市立西原中学校吹奏楽部
第30回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
第１部／元禄、眩い星座になるために
第2部／カラーガードショー
第3部／アフリカンシンフォニー
　　　　		情熱大陸コレクション
料入場無料
問熊本市立西原中学校	
　☎096-383-6124（福島）

9（月・祝）

FULL

コ

熊本バレエ劇場2017
≪くるみ割り人形≫

問 熊本バレエ劇場公演事務局	
　☎096-343-0091

26（日）

県劇

申請先
熊本県文化企画・世界遺産推進課

E-mail:	bunkasekai@pref.kumamoto.lg.jp（郵送も可）
TEL:096-333-2154	FAX:096-381-9829


