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WAHAHA本舗・実験コメディー劇場
「名もなく 貧しくもなく 美しくもなく」
～最強じゃない２人～

※掲載内容は9月15日現在のものです

※割引チケットの取り扱いについては、各プレイガイドにご確認ください。

世界トップクラスの指揮者であるワレリー・ゲルギエフが率いるマリ
インスキー歌劇場管弦楽団の3年ぶりとなる熊本公演！第11回
チャイコフスキー国際コンクール優勝のデニス・マツーエフをソリ
ストに迎えラフマニノフ／ピアノ協奏曲第4番を演奏します。その
他、ストラディヴァリウス・アンサンブルの贅沢な響きやゲルギエ
フ×マリインスキーの勝負曲であるベルリオーズ／幻想交響曲も
聴きどころです。
魂揺さぶる演奏をぜひお聴きください！ 

�日時 �12月1日（金）　
　　　  開場 18：15　
　　　  開演 19：00
�会場 �コンサートホール
�料金 �【全席指定】S席10,000円
 　A席8,000円、B席6,000円
　　　　 ※25歳以下、障がいのある方は3,000円引き
�出演 � 指揮／ワレリー・ゲルギエフ（芸術総監督・首席指揮者）
　　　   ピアノ独奏／デニス・マツーエフ
　　　   管弦楽／マリインスキー歌劇場管弦楽団
�曲目 � チャイコフスキー／弦楽セレナーデ（ストラディヴァリウス・アンサンブル）
 　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第4番（ピアノ：デニス・マツーエフ）
 　ベルリオーズ／幻想交響曲
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ワレリー・ゲルギエフ

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
ローソンチケット／オフィス・ムジカ／チケットドコサ？

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／ローソンチケット

チケット発売！
10月 7日（土）

今月開催！

世界のクラシック音楽・
文化芸術振興に多大な貢献を
果たした故チェスキーナ洋子さん

（熊本県出身）は、2007年から4回にわ
たって「ワレリー・ゲルギエフ指揮マリイ
ンスキー歌劇場管弦楽団」熊本公演を
ご支援くださいました。本公演はこれま
でのご支援への感謝の意を込め、
「チェスキーナ洋子メモリアル」

を冠しています。

【ワークショップ】
�10月9日（月・祝）� 山鹿市・さくら湯
�10月10日（火）� 山鹿市・八千代座
�10月11日（水）� 熊本市・かがやきの森支援学校
�10月12日（木）� 天草市・天草市民センター
【参加型パフォーマンス】
�日時 � 10月15日（日）
　　　 10：00～15：00 公開リハーサル、15：00～17：00 参加型パフォーマンス
�会場 �熊本城二の丸広場　�料金 �無料

�日時 � 2018年1月27日（土）　開場 13：30　開演 14：00
�会場 �演劇ホール 特設ステージ（小劇場形式舞台）［定員 150人］
�料金 �【全席自由】2,000円
 　　　　　※25歳以下、障がいのある方は半額
�作・演出 �喰始
�出演 �大橋ひろえ、大窪みこえ

チェスキーナ洋子メモリアル
ワレリー・ゲルギエフ指揮 マリインスキー歌劇場管弦楽団 チケット販売中！

東京キャラバン in KUMAMOTO

劇作家・演出家の野田秀樹が提唱する多種多様なアーティストによる“文化混
流”のワークショップとパフォーマンス、それが「東京キャラバン」です。振付家
でダンサーの近藤良平が県内各地を巡り、熊本の伝承芸能や踊り手の皆さん
と新しいパフォーマンスを創り上げます。
ぜひふるってご参加ください。

アートキャラバンくまもと×南阿蘇えほんのくに
絵本のじかんだよ！
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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29年度文化庁劇場・音楽堂等
活性化事業です。

マリインスキー歌劇場管弦楽団
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ろう者の女優・大橋ひろえと聴者の女優・大窪みこえによる２人芝
居。普通の芝居とちょっと違う・・・。手話と口話で会話を繰り広げ、聴
者のお客さんもろう者のお客さんも、役者がどんなことを言っている
のかを推理しながら観劇する。「演じる側も観る側もハンデをもつ舞
台」。まさに実験的なお芝居です。

～公演やるなら知っておきたい～
基礎から学ぶ！著作権講座

受講者
募集！

観覧者
募集！

観覧者
募集！

県劇ゼミ

�日時 �11月4日（土）
 　開場 13：40　開演 14：00
�会場 �ホテルグリーンピア南阿蘇 メインホール「ヴァンヴェール」
　　　  阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9 ☎0967-67-2131
�料金 � 無料　
�定員 � 150人（事前申込制）
�構成・出演 � 小林 顕作
�対象者 � 熊本県内にお住まいの方 ※０歳からご入場いただけます
�主催 �（公財）熊本県立劇場　
�共催 � 南阿蘇えほんのくに運営委員会
�助成 � 企業メセナ協議会

�日時 �11月26日（日）
　　  　開場 13：00　開演 13：30
�会場 � 益城町文化会館
�料金 �無料（要入場整理券）
�出演 � 家田紀子（ソプラノ）、天野聡絵（ソプラノ）、錦織まりあ

（メゾソプラノ）、黄木透（テノール）、目黒知史（バス）、
益城中学校吹奏楽部　ほか

�曲目 � 花嫁人形、小さい秋みつけた、十五夜お月さん
　　　  みかんの花咲く丘　ほか
�入場整理券申し込み・お問い合わせ �

  益城町文化会館 ☎096-286-1511
�主催 �（公財）日本テレビ小鳩文化事業団
　　　   益城文化会館管理運営共同企画体
�共催 �（公財）熊本県立劇場

a)氏名 b)観覧人数 c)連絡先を明記の上、メールまたは電話
でお申し込みください。 ※定員に達し次第締め切ります

申込方法

�お申し込み・問い合わせ先
　熊本県立劇場 ☎096-363-2233　E-mail:bosyu@kengeki.or.jp

近藤良平（振付家・ダンサー・「コンドルズ」主宰）

熊本にはここ特有の「文化」や「幸」があります。ここで、で
きる限りその土地と人々に出会い、湧き出てくるモノコト
を拾い、交わり、リアルな形を探します。「何か産まれるか
わからない」、だが「それもまた良し」。そんなポジティブな
出来事がそこかしこで繰り広げられるでしょう。

想いでの詩コンサート

さあはじまるよ！とびきりたのしい絵本の
じかん。知ってる絵本も知らない絵本も
たくさん読むよ。みんなで遊びに来てね！

抒情歌や童謡を中心に、世代を超え
て歌い継げる楽曲を集めたコンサー
トを益城町で開催します。観覧無料！
国内外で活躍するソプラノ・家田紀子
をはじめとした歌手陣のほか、益城中
学校吹奏楽部の皆さんも演奏します。

�主催 �東京都、アーツカウンシル東京、
熊本県、熊本市、（公財）熊本
県立劇場、熊本市現代美術館

�出演 �近藤良平、山鹿灯籠踊り保存会、
熊本県太鼓連盟、熊本県立天草拓心
高校郷土芸能部、熊本めぐり音楽隊 ほか

NHK「みいつけた！
」の

オフロスキーでお
なじみ

小林顕作さん構成・
出演！

家田紀子（ソプラノ）

益城中学校吹奏楽部

近藤良平

骨董通り法律事務所より著作権に詳しい福井健
策弁護士をお迎えし、公演を行ううえで必要な著
作権の知識について教えていただきます。ホール
関係者や実演団体、著作権に興味のある方、どな
たでもお申し込み可能です。基礎から学べる講座
ですので、著作権について学んだことのない方で
も気軽に受講していただけます。

�日時 �10月28日（土）
 　開場 13：30　開演 14：00
�会場 � 大会議室
�料金 �【全席自由】500円
�定員 � 150人（事前申込制）

a)氏名 b)連絡先を明記の上、
メールまたは電話でお申し込みください。
※定員に達し次第締め切ります

申込方法

�お申し込み・問い合わせ先
　熊本県立劇場 ☎096-363-2233
　E-mail:bosyu@kengeki.or.jp
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大橋ひろえ（左）、大窪みこえ（右）
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