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熊本県立劇場広報誌
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※掲載内容は10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。

第一線で活躍する若手邦楽家による「邦楽ガラ・コ
ンサート」を開催！日本の伝統楽器、箏・三味線・尺
八の心に響く音色をお楽しみください。
今回は、地域の子どもたちに日本の伝統楽器や
邦楽の素晴らしさを伝える「邦楽地域活性化事
業」としての実施で、コンサートに先立ち、天草
市、荒尾市、山鹿市の3市でアウトリーチやホール
プログラムを行います。

11

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。

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：3,000円引き、障がいのある方：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

©Marco Borggreve

ワレリー・ゲルギエフ

中村獅童

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？

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。

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！

マリインスキー歌劇場管弦楽団
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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～

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

�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：半額、障がいのある方：半額
�作・演出 �喰始
�出演 �大橋ひろえ、大窪みこえ

シェアハウスの同居人を募集をする麗子（大窪）のもとに、聴覚障がいを持
つ友子（大橋）が入居をしてくる。麗子は手話の本を片手に友子との交流に
努め、日 を々重ねるうちに２人は、聴者とろう者のお互いに知らなかった世
界を知っていく。ところがある日、２人に事件が・・・笑いをふんだんにちりば
めた、女性の友情に葛藤する、ヒューマン・コメディ。

�日時 �11月4日（土）
 　開場 17：45　開演 18：15
�会場 �コンサートホール
�料金 �【全席自由】1,000円
�出演 �【管楽器】井上朋音、井上真緒、下川茜
　　　　　　　  中川かりん、與那覇江利
　　　  【声楽】池澤真子
　　　  【ピアノ】今村佳奈、後藤千佳子、島袋未咲
　　　　　　　瀨戸口有紗、原田朋香、閘真惟子
�主催 � 熊本県文化協会
�共催 � 熊本県、熊本市、熊本県教育委員会
　　　　熊本市教育委員会、熊本日日新聞社
　　　   RKK熊本放送、（公財）熊本県立劇場
�助成 �（一財）熊本放送文化振興財団
�お問い合わせ �熊本県文化協会事務局
 　　　　　　　☎096-383-0600

�日時 �11月13日（月）
　　  　昼の部／開場 13：00　開演 13：30
　　  　夜の部／開場 17：30　開演 18：00
�会場 � 演劇ホール
�料金 �【全席指定】
　　　  特S席10,000円
　　　  S席8,000円
　　　  A席5,000円
     ※当日券は500円UPとなります
�出演 � 中村獅童、中村亀鶴、片岡亀蔵 ほか
�演目 �「義経千本桜 一幕 すし屋」
 　「釣女」
�主催 � 熊本日日新聞社
 　RKK熊本放送
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �

　熊日事業部 ☎096-361-3383
　RKK熊本放送公演情報係 ☎096-328-5525

熊本県新人演奏会は、音楽の道を志して活動している
熊本県出身または在住の優れた才能ある新人演奏家を
広く紹介し、その活動の伸展の契機とするとともに、熊
本の音楽文化の向上、発展を目的とするものです。オー
ディション合格者による才能あふれる演奏をお楽しみ
ください。

松竹大歌舞伎、2年ぶりの熊本公演！
中村獅童が歌舞伎三大演目のひとつと
いわれる「義経千本桜 すし屋」で人間味
あふれる「いがみの権太」を演じます。

チケット販売中！

邦楽地域活性化事業
邦楽ガラ・コンサート チケット発売！

11月 10日（金）

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

プレイガイド
熊本県立劇場
熊日プレイガイド
CNプレイガイド
チケットぴあ
セブンチケット
ローソンチケット
イープラス

�日時 � 2018年2月4日（日）　
 　開場 13：30　開演 14：00
�会場 �熊本市男女共同参画センターはあもにい 
　　　   メインホール
�料金 �【全席自由】1,000円
 　　　　　　　25歳以下：半額、障がいのある方：半額
�出演 � 神令（琴古流尺八）、本間貴士（生田流箏曲）、渡部祐子（生田流箏曲）
　　　  青木琳道（琴古流尺八）、澄川武史（笛）、田嶋謙一（直簫流尺八）
　　　  多田彩子（生田流箏曲）、田辺しおり（都山流尺八）
　　　　本田浩平（津軽三味線） ほか
�主催 �（公財）熊本県立劇場
�共催 �（一財）地域創造

第56回 熊本県新人演奏会
共催事業

松竹大歌舞伎
共催事業

神令 本間貴士 渡部祐子

今月開催！ 今月開催！

過去の公演の様子
（左：大窪みこえ、右：大橋ひろえ）
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