
※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 12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→中央消防署前→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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December
…休館日 …休館日

熊本市民劇場第392回例会
俳優座劇場
『十二人の恐れる男たち』

問 熊本市民劇場	☎096-322-0500

1（金）
～3（日）

陸上自衛隊第8師団	
第42回定期演奏会

問 陸上自衛隊第8師団	☎096-343-3141

8（金）

学園創立45周年記念
熊本地震復興コンサート
平成音楽大学	2017	
華麗なる音楽の祭典

問 平成音楽大学	☎096-282-0506

9（土）

第42回	全国高等学校総合文化祭
音楽部	熊本県代表選考会

問 熊本県高等学校文化連盟音楽部　
　☎096-368-4125（第二高校：南）

14（木）

角笛シルエット劇場
「ごんぎつね」「つのぶえのうた」
「赤ずきん」（影絵人形劇）

問 劇団角笛	☎03-3994-7624

14（木）

熊本市子ども劇場12月鑑賞会
「12の月のたき火」

問 熊本市子ども劇場	☎096-356-9282

15（金）

第54回	熊本大学フィルハーモニー
オーケストラ定期演奏会

問 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ	
　☎080-2772-0277（長谷）

16（土）

COSMIC	RECITAL	51th
問 熊本学園大学スイングバンド研究部	
　☎090-9728-9572（中島）

17（日）

第21回	熊本県高等学校文化
連盟吹奏楽専門部
新人コンクール

問 熊本県高等学校文化連盟吹奏楽専門部	
　☎096-384-1551（熊本商業高校：藤本）

21（木）

熊本大学体育会吹奏楽部
創部50周年記念	
第46回定期演奏会

問 熊本大学体育会吹奏楽部	
　☎080-8359-3890（内永）

23（土・祝）

第21回	ポロニア	コンサート
問 熊本桐朋会ポロニア事務局	
　☎090-2714-5907（谷脇）

24（日）

2017ユリコバレエスタジオ発表会
問ユリコバレエスタジオ	
　☎096-233-1735

24（日）

立川	談春	独演会	2017	
全国ツアー

開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】4,000円
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

14（火） 演

FULL

笑福亭鶴瓶	落語会
開場18：00／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】Ｓ席5,000円、Ａ席4,500円
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

20（月） 演

FULL 6

熊本復興オペラ	「蝶々夫人」
（全幕・伊語上演）

開場13：00／開演14：00／終演17：30
「恥に生きるより、名誉に死ぬ」	明治時代を誇り高く
生きた没落藩士の娘、蝶々夫人の物語。
指揮／牧	光輝　演出／小西たくま
出演／蝶々夫人：浦田玲子、	ピンカートン：古﨑正敏
　　　　シャープレス：三浦克次（客演）
料【全席自由】<エリア指定>
　一般：S席8,000円、A席6,000円
　高校生以下：S席4,000円、A席3,000円
　※当日500円高
問テアトロ・リリカ熊本	
　☎096-326-7729

23（木・祝） 演

FULL

県劇  

ほか

熊本バレエ劇場２０１７	
「くるみ割り人形」

ひるの部　開場12：30／開演13：00／終演15：15
よるの部　開場16：30／開演17：00／終演19：15
バレエくるみ割り人形	全幕公演。
芸術監督／伴	征子
振付／石井清子
舞台美術／妹尾河童
指揮／福田	隆
演奏／熊本ユースシンフォニーオーケストラ
合唱／NHK熊本児童合唱団
料【全席指定】
　Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円
　学生席3,000円	
　※学生席（3才～大学生・専門学校まで）
問熊本バレエ劇場公演事務局
　☎096-343-0091

26（日） 演

県劇  

ほか

FULL 3

第53回	熊本市民コーラス
交歓会

開場9：30／開演10：00／終演16：00
熊本市内の公民館講座生、小学校、幼稚園の保護
者、または市内の合唱グループなどで構成する合唱
団体が、日頃の練習成果を発表する機会として年に
1回開催。今年は29団体が参加予定。
ゲスト：ピアニスト	正源司有加
料入場無料
問熊本市民合唱団体協議会	
　☎090-2965-2215（中野）

11/2（木）

FULL

コ

第50回	熊日学生音楽コンクール	
合唱本選

開場10：00／開演10：30／終演16：30
県内の小学校・中学校が参加する合唱コンクール。
料入場無料
問熊本日日新聞社	
　☎096-361-3383（野口）

3（金・祝）

FULL

コ

平成29年度	
第20回	尚絅コンサート

開場13：00／開演13：30／終演16：10
生徒／書道パフォーマンス、ピアノ独奏、独唱、
　　　　バレエ、社交ダンス、日舞	ほか
花桜会（卒業生）、育友会（保護者）の発表
本年度は記念すべき第20回を迎えるため、卒業生と
して大村姉妹のエアロビクスや上村さんのヴァイオリ
ン鑑賞もできます。
料入場無料
問尚絅中学高等学校	
　☎096-366-0295（林）

11（土）

FULL

コ

第104回	
熊本交響楽団定期演奏会

開場13：15／開演14：00／終演16：30
指揮／末廣	誠
ヴァイオリン・ソロ／鈴木愛理
＜オール・シベリウス・プログラム＞
　 レンミンカイネンの帰郷～「レンミンカイネン組曲」より～
　 ヴァイオリン協奏曲ニ短調
　 交響曲第2番ニ長調
料【指定席】1,800円
　【自由席】一般1,500円
　　　　		学生1,000円（4才～大学生まで）
問熊本交響楽団	
　☎090-4772-9090（日野）

12（日）

FULL

県劇  

ほか

4

コ

熊本大学マンドリンクラブ	
第60回定期演奏会

開場15：00／開演15：30／終演18：30
＜曲目＞
Ⅰ部：セレナーデ風ガボット／A.アマディ	ほか
Ⅱ部：序曲「レナータ」／H.ラヴィトラーノ	ほか
Ⅲ部：ポピュラーステージ
Ⅳ部：劇的序楽「細川ガラシャ」／鈴木静一	ほか
料【全席自由】400円
問熊本大学マンドリンクラブ	☎090-9494-3514（永田）

18（土） コ 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

開場18：00／開演19：00／終演21：15
今年15周年を迎えるディズニー・オン・クラシックのテー
マは、「Brillante～輝きの未来へ」。『塔の上のラプン
ツェル』をメイン演目として初めて取り上げ、ディズニー
の名曲をNYのヴォーカリストたちと、フルオーケストラの
演奏でお贈りします。
料【全席指定】Ｓ席8,700円、Ａ席7,000円
問 RMPチケットセンター　
　☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

21（火）

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

FULL

コ

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

問 熊本県立劇場	☎096-363-2233

12/1（金）

県劇

熊本県民第九の会	
第34回演奏会

問 熊本県民第九の会	
　☎090-2851-1007（坂口）

3（日）

県劇

DRUM	TAO	2017	FINAL
ドラムロック疾風	総出演

問タオ・エンターテイメント	
　☎092-721-2015

7（木）

県劇

熊本シティオペラ協会
30周年記念公演	
～熊本地震復興応援～	
新作オペラ「笛姫」全3幕（初演）

問 熊本シティオペラ協会公演事務局	
　☎080-2713-5717

10（日）

県劇

BUCK－TICK	THE	DAY	
IN	QUESTION	2017

問 BEA	☎092-712-4221

16（土）

清塚信也	ピアノリサイタル
問 大谷楽器	
　☎096-355-2248

17（日）

県劇

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

11日　開場10：00／開演10：30／終演16：30
12日　開場10：00／開演10：30／終演16：30
会員によるフラの発表会。
料【全席自由】1,500円
　※当日200円高
問 西日本ハワイアン協会	
　☎096-342-6670（吉住・北岡）

11（土）
12（日）

演

FULL

平成29年度	松竹大歌舞伎
昼の部　開場13：00／開演13：30／終演16：15
夜の部　開場17：30／開演18：00／終演20：45
＜演目＞
　 義経千本桜	一幕	すし屋
　 河竹	黙阿弥	作	釣女	常盤津連中
出演者／中村獅童、中村亀鶴、中村萬太郎、
　　　　　中村米吉、中村梅花、澤村宗之助、
　　　　　片岡亀蔵
料【全席指定】
　特Ｓ席10,000円
　Ｓ席8,000円
　Ａ席5,000円
　※当日500円高
問熊本日日新聞社	
　☎096-361-3383（平日10：00～17：00）
　ＲＫＫ熊本放送	
　☎096-328-5525（平日10：00～17：00）

13（月） 演

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL BUS 夜
のみ 

第27回	グレンツェン
ピアノコンクール	熊本本選

25日　開場10：00／開演10：30／終演未定
26日　開場10：00／開演10：30／終演未定
幼児～一般の方対象のピアノコンクール。
料入場無料
問グレンツェンピアノ研究会　
　☎0995-22-4158

25（土）
26（日）

コ

FULL26日   
のみ 

ケロポンズ	
おもしろコンサート	２０１７

開場13：00／開演13：30／終演15：30
歌、あそび、体操、絵本の朗読	ほか
子どもも大人もいっしょに楽しめるコンサート。
出演／ケロポンズ
料【全席指定】3,000円	
　※4歳以上有料
問おもしろコンサートの会	
　☎090-8419-5634（甲斐）

5（日） 演

FULL

第32回	
熊本県女声合唱フェスティバル

開場10：00／開演10：30／終演16：30
おかあさんコーラスの発表会。熊本県おかあさんコー
ラス連盟に加盟する31団体の各々が日頃研鑽を積
み、練習を行ってきた合唱曲の演奏を披露。
料入場無料	※要整理券
問熊本県おかあさんコーラス連盟	
　☎090-4999-7768（平江）

19（日）

FULL

コ

創立70周年記念	ＮＨＫ熊本児童
合唱団	第13回定期演奏会

午前の部　開場10：00／開演10：30／終演13：10
午後の部　開演15：00／開演15：30／終演18：10
オープニング／恋（ダンス）
第1部／くまもと応援アンサーソングくまモン新曲
　「ボクと歩こう」（童謡これくしょんより）
　小さき花の歌（村祭り、赤鼻のトナカイ）
　熊本城再建を願って（児童合唱組曲「火のくにの歌」より）
　お城は天下の名城で
第2部／児童合唱組曲（ごめんねメリー）　
　語り：寿咲亜似
第3部／ミュージカル「ポカホンタス」
料【全席自由】1,000円
　※9/17（日）のチケットで入場できます
問ＮＨＫ熊本児童合唱団（春日）
　☎096-362-3556
　　（携帯：090-3666-1092）

3（金・祝）
演

FULL

第33回　
熊本市民ふるさと芸能文化祭

開場10：00／開演10：30／終演16：30
熊本学園大学のギター演奏、舞踊、歌謡曲（カラオ
ケ）、大正琴演奏、フラダンス、手話ダンスほか、市民
の皆さんが出演されます。
料入場無料
問熊本市民ふるさと芸能文化祭実行委員会
　☎096-366-2932（荒木）

4（土） 演

県劇
ほか

ザ・シンフォニエッタ	
第30回演奏会

開場13：45／開演14：30／終演16：30
指揮／藤﨑奈美
ヴァイオリン／鈴木理恵子
チェロ／藤森亮一
＜曲目＞
　 ブラームス／交響曲第3番ヘ長調	作品90
　   　 　 　 　 　  ヴァイオリンとチェロのための二重
　　　　　　　協奏曲イ短調	作品102
料【全席自由】
　一般1,500円、学生1,000円
　※当日300円高
問ザ・シンフォニエッタ
　☎090-7383-4953（クープス）

5（日）

県劇  

ほか

コ

FULL

第56回	熊本県新人演奏会
開場17：45／開演18：15／終演21：10
オーディション合格者による演奏会。
料【全席自由】1,000円
問熊本県文化協会事務局
　☎096-383-0600

4（土） コ

県劇
ほか


