
学校県劇
vol.

※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

コンサートや施設見学のほか、アウトリーチ事業などで県立劇場と
深く“つながる”学校をご紹介します。今回は昨年12月に演奏家派遣
アウトリーチ事業を開催した御船町立滝尾小学校の校長、上田晃生
先生にお話を伺いました。

42

滝尾小学校は、熊本地震後、通学路の落石
のため、2学期までは御船中学校で授業を行って
いました。アウトリーチ事業も中学校の音楽室
を利用し、4・5・6年生を対象に開催しました。
地震後、音楽を楽しむ環境を整えることは
難しい部分もありました。しかし、プロのヴァイ
オリニスト・緒方さんとピアニスト・榎本さんの
演奏は、児童に純粋に音楽を楽しむ心のゆとり
を与えてくれたようです。皆リラックスした表情
でお二人の演奏に聞き入っていました。
一人一人に楽器の仕組みを見せてくださった
り、弦を指ではじく演奏を披露してくださった
り、ヴァイオリンを身近に感じるプログラムに
児童も興味津々の様子でした。

また、緒方さんは、音楽を続けるか迷った時
に、「継続することで得られることもある」という
ご家族の言葉や褒められた経験、周囲の人が
喜んでくれたことが力となり、プロになるまで
成長することができたといいます。演奏だけで
なく、演奏家としての歩みをお話しいただいた
ことで、児童たちも自分自身の今の夢や目標と
重ねることができたのではないでしょうか。
本物に触れる経験は、児童に大きな影響を
与えてくれたと思います。今後も積極的に体験
型のプログラムを取り入れていきたいですね。

3学期より滝尾小
学校校舎で授業を
再開。

4月満車予想カレンダー
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ヴァイオリンの演奏
にもチャレンジ。

5May

御船町立
滝尾小学校

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

会場情報

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

演コ コンサートホール 演劇ホール

4April

…休館日…休館日

第17回	お花見コンサート		　
東日本大震災・熊本地震復興支援
チャリティーコンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
出演：合唱なかま「和」（混声合唱）、赤とんぼ合唱隊（混声合唱）、
　　	岩代	千加子（指揮・ソプラノ独唱）、加茂	光信（ピアノ）
賛助出演：天使の園保育園（合唱）、阿蘇市立一の宮中学校吹奏

楽部（吹奏楽）、岩代	和武（司会・テノール独唱）
料入場無料
問 岩代	千加子　☎096-372-1846

2（日） コ

ピティナ熊本支部
創設30周年記念＆	　　　　　	
熊本地震復興祈念コンサート

開場18：00／開演18：30／終演20：45
プログラム：
≪第1部≫～30年を振り返って～
　熊本支部30年の歴史、支部会員による演奏、熊本支部
　ステーション紹介＆演奏
≪第2部≫～音楽で心を元気に！～
　小原孝先生＆樹原涼子先生によるコンサート
料入場無料
問ピティナ熊本支部（ピアノハープ社内）
　☎096-386-8248（石飛）

21（金） コ

熊本学園大学付属中学高等学校
吹奏楽部	第26回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
第Ⅰ部：吹奏楽オリジナルステージ
　平成29年度吹奏楽コンクール課題曲、
　ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲、
　「真田丸」テーマ　ほか
第Ⅱ部：ポップスステージ
　ミッキーマウスマーチ、恋、ヘビーローテーション　ほか
料入場無料
問 熊本学園大学付属高等学校　☎096-371-2551（横井）

22（土）
コ

第２８回	熊本北高等学校　　
吹奏楽部定期演奏会

問 熊本北高等学校吹奏楽部　☎096-338-1110

3（水・祝）

エレファントカシマシ	30th	
ANNIVERSARY	TOUR	
2017

問キョードー西日本　☎092-714-0159

4（木・祝）

熊本県立済々黌高等学校　　
吹奏楽部	第４０回定期演奏会

問 熊本県立済々黌高等学校
　☎096-343-6195

6（土）

珠寿恵会	45周年記念　　	　
日本舞踊公演会

問 珠寿恵会　☎096-371-8236

6（土）

熊本地震復興支援　　　　　	
みらいをつくろうコンサート　　　　　　
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　

問 熊本県立劇場　096-363-2235

11（木） 森山直太朗	15th	アニバーサリー
ツアー	『絶対、大丈夫』

問キョードー西日本　☎092-714-0159

26（金）

第１９回	九州音楽コンクール
「受賞記念コンサート」

問 平成音楽大学　☎096-282-0506

27（土）

サムライ・ロック・オーケストラ	
2017	ＡＭＡＺＩＮＧ	八犬伝				
熊本公演

問 SRO運営事務局
　☎03-5738-5438（平日11：00～18：00）

28（日）

熊工ＯＢウインドアンサンブル　
グリーンコンサート2017

問 熊工ＯＢウインドアンサンブル
　☎096-379-9708（土山）

3（水・祝）

県劇

熊本ウインドオーケストラ　　
第２９回定期演奏会

問 熊本ウインドオーケストラ
　☎096-233-2090（山口）

5（金・祝）

県劇

最高の男たちの冒険　　　　　
Ｅｐｉｓｏｄｅ	Ⅴ

問 NPO法人オーケストラ創造
　☎090-6632-5795（坂本）

7（日）

県劇

ＤＲＵＭ	ＴＡＯ	2017　　　　　
「ドラムロック	疾風」

問テレビ熊本
　☎096-351-1140（平日9：30～17：30）

13（土）
14（日）

県劇

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

問 熊本県立劇場
　☎096-363-2235

17（水）

県劇

第103回	熊本交響楽団	　　
定期演奏会

問 熊本交響楽団　☎090-4772-9090

14（日）

県劇

きかんしゃトーマス	ファミリー
ミュージカル	ソドー島のたからもの

問ピクニックチケットセンター
　☎050-3539-8330（河津）

21（日）

県劇

熊本市民劇場第388回例会　
青年劇場	『島』

7日　開場18：00／開演18：30／終演21：15
8日　開場13：00／開演13：30／終演16：15
作：堀田	清美　演出：藤井	ごう
出演：上甲	まち子、藤木	久美子、吉村	直　ほか
呉市倉橋島を舞台に、原爆の及ぼした計り知れない影響を描く。
「生きたい」ということ、「健康に働きたい」という人間の素朴で
最も大切な願いが描かれる。
料会員制
問 熊本市民劇場　☎096-322-0500

7（金）
8（土）

FULL 8日   
のみ 

BUS 7日   
のみ 

演

地震1年後に熊本の「復活」を
祈るコンサート

開場18：30／プレイベント19：30／開演20：00／終演21：26
2016年4月14日に発生した熊本地震からちょうど1年後の
2017年4月14日、日本中の音楽家たちがボランティアで、
マーラーの交響曲第2番「復活」を演奏します。
指揮：山下	一史
ソプラノ：並河	寿美
アルト：福原	寿美枝
オーケストラ：九州交響楽団を中心に全国のプロオーケストラ、
　　　　　	熊本の音楽家で編成
合唱：九州の有志で編成
料【全席指定】Ｓ席5,000円、Ａ席4,000円
　　　　　　Ｂ席3,000円、Ｃ席2,000円 	（完売）
問 熊本地震復興祈念演奏会実行委員会
　☎050-5276-9626（福田）

14（金）
コ

FULL BUS

陸上自衛隊第8師団　										
熊本地震復興祈念コンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
テーマ：「地域とともに」今までも	今からも
料入場無料　※要整理券
問 陸上自衛隊第８師団
　☎096-343-3141（内線3445）

15（土） コ

FULL

県劇   

ほか

国際ソロプチミスト熊本　　　					
女性と女児のためのチャリティー事業　
レジェンド	コンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
オペラ界から生まれたスーパーコーラスグループ。新時代のクラシック
エンターテイメントとして人気を集めている。ダイナミックな五重唱と究
極のアンサンブル、感動と興奮のオン・ステージ。
ピアノ：西尾	周祐
料【指定席】5,000円
　【自由席】一般3,000円、
　　　　　大学生以下（3階席のみ）1,000円
　※指定席は県立劇場のみ取り扱い
問 国際ソロプチミスト熊本　☎080-8952-3113（マキ）

16（日） コ

県劇   

ほか

FULL

くまモン音楽祭　　　　　　　
～こどもが主役の復興音楽祭～

開場16：30／開演17：00／終演19：00
震災から1年を機に、想い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共につくりあげます。
出演：ＮＨＫ熊本児童合唱団、益城町立広安西小学校吹奏楽部、

益城町立益城中学校吹奏楽部、コロッケ、大江	千里
ＭＣ：上田	啓介、緒方	由美
料入場無料　※要事前申し込み
問 熊本県立劇場　☎096-363-2235

16（日） 演

FULL

藤扇流	熊本の会	発表会
開場9：30／開演10：00／終演16：15
日本舞踊の発表会。藤扇流二世家元ならびに三代目が出演。
料入場無料
問 藤扇流	熊本の会　☎090-4343-7002（松原）

22（土） 演

第18回	ピカケスタジオ　　　
ハワイアンフラ・タヒチアンダンス　
発表会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
会員230名によるハワイアンフラとタヒチアンダンスの公演。
今回も厳選した32曲を曲毎に構成を重ね発表します。
料入場無料
問ピカケスタジオ　☎096-343-1510

23（日）

FULL

演

熊本市民吹奏楽団　　　　　
第34回定期演奏会

開場12：30／開演13：30／終演16：00
曲目：喜びの音楽を奏でて/Ｊ．スウェアリンジェン　　　　
　　	2017年吹奏楽コンクール課題曲
　　	ラッキードラゴン～第五福竜丸の記録（福島弘和）～　ほか
料【全席自由】一般・大学生1,000円
　　　　　　中・高校生500円
　　　　　　※小学生以下は無料
問 熊本市民吹奏楽団　☎090-5191-8238（大西）

29（土・祝） コ

FULL

県劇   

ほか

Ｈ３	ＵＤ	Ｄａｎｃｅ	Ｆｅｓｔｉｖａｌ　
Vol．10

開場13：00／開演13：30／終演16：00
障がい者と健常者が同じステージでダンスを披露。インストラ
クターによるダンスショーやヨガの演舞、エアロビクスなどの
発表会。
料【指定席】2,500円
　【自由席】2,000円
問エイチ	スリー	ウェルネス
　☎096-365-6403

29（土・祝）

FULL

演

春日信子	ソプラノリサイタル　
熊本地震復興祈念コンサート

開場14：00／開演14：30／終演16：15
プログラム：Ⅰ.そのときの愛
　　　　		Ⅱ.儚い夢のごときスコットランド
　　　　		Ⅲ.歌楽「鶴」
賛助出演：春日	保人（バリトン・笛）
　　　　		藤川	いずみ（新箏）、角田	ちひろ（新箏）、
　　　　		塩津	貴子（ピアノ）、又丸	奈緒子（ピアノ）
料【全席自由】一般3,000円
　　　　　　学生1,000円
問グルッポ・ヴィーヴォ事務局　☎096-362-3556

30（日） コ

県劇   

ほか

ハウス食品グループ　　　　
ファミリーコンサート
～名作アニメを観ながら聴く、　
はじめてのオーケストラ体験～

開場13：45／開演14：30／終演16：00
幼い頃から、本物の音楽に触れることで、心
豊かな人間に成長してもらいたいという願い
を込めたオーケストラ・コンサート。
料【全席指定】
	　Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円、Ｂ席1,000円
問ＢＥＡ　☎092-712-4221

23（日） コ

FULL

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

4

ダイヤルインを
導入しました

熊本県立劇場では、これまで代表電話から担当部

署へ取り次ぎを行っておりましたが、2016年12月

よりダイヤルイン（直通電話）方式を導入いたしまし

た。今後はご用件のある部署へ直接お問い合わせ

いただけます。

なお、担当する部署がわからない場合は、096-363-

2233までおかけください。ファックス番号はこれまで

通り096-371-5246（共通）です。

ホール、練習室の利用に関する
お問い合わせ
チケットのご予約・お問い合わせ

096-363-2233

劇場主催事業に関する
お問い合わせ 096-363-2235

辻本茂雄	絆で30周年記念ツアー
吉本新喜劇in熊本

問アド858　☎096-371-8585

27（土）

県劇

熊本シティオペラ協会
30周年記念公演	　　　　　
佐久間伸一	バスリサイタル

問 熊本シティオペラ協会　☎080-2713-5717

28（日）

県劇


