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杖立温泉鯉のぼり祭り
杖立川に約3500匹の鯉のぼりが泳ぐ杖立温泉
の春の風物詩。夜間ライトアップで温泉街の風情
もひとしお美しい。4月1日（土）～5月6日（土）開催。
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日時　 5月11日（木）　開場 16：45　開演 17：30
会場　コンサートホール
料金　無料（要事前申し込み） ※未就学児の入場はご遠慮ください
出演　指揮・ヴァイオリン独奏：ピンカス・ズーカーマン
 管弦楽：宮崎国際音楽祭管弦楽団

宮崎国際音楽祭管弦楽団メンバー
ヴァイオリン：会田 莉凡／荒井 章乃／礒 絵里子／宇根 京子／漆原 朝子
漆原 啓子／大久保 良明／扇谷 泰朋／川田 知子／城戸 かれん／小寺 麻由
小林 美樹／小森 谷巧／佐份利 恭子／鈴木 加寿美／髙橋 和貴／坪井 夏美
徳永 二男／徳永 希和子／直江 智沙子／中島 麻／藤江 扶紀／正戸 里佳
松浦 奈 ／々松本 蘭／三浦 章宏、ヴィオラ：安藤 裕子／安保 恵麻／川崎 雅夫
小池 彩夏／篠﨑 友美／鈴木 康浩／須田 祥子／中 恵菜／渡邉 信一郎
山本 周、チェロ：荒 庸子／上村 昇／黒川 実咲／笹沼 樹／富岡 廉太郎
古川 展生／水野 由紀／山本 裕康、コントラバス：赤池 光治／岡本 潤
片岡 夢児／小室 昌広／佐野 央子／永島 義男、フルート：高木 綾子 ほか
オーボエ：蛎崎 耕三／森枝 繭子、クラリネット：三界 秀実／濱崎 由紀
ファゴット：吉田 將／依田 晃宣、ホルン：松﨑 裕／山本 真／齋藤 善彦
垣本 昌芳／小椋 順二、トランペット：高橋 敦　ほか、ティンパニ：植松 透

プログラム　ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61
   　　　交響曲第5番 ハ短調 Op.67「運命」
主催 TKUテレビ熊本、UMKテレビ宮崎
 （公財）熊本県立劇場、（公財）宮崎県立芸術劇場

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
みらいをつくろうコンサート
1996年にスタートした宮崎国際音楽祭から、熊本地震から
の復興を祈念し特別なオーケストラが来熊！県民の皆さまを
無料招待します。

申込受付中！

今月開催！

プレイガイド
鶴屋百貨店東館3階
クラシックサロン
熊本県立劇場
熊日プレイガイド
チケットぴあ
（Pコード：318-794）
ローソンチケット
（Lコード：82491）
オフィス・ムジカ

チケット残りわずか！

現代クラシック音楽界の鬼才サロネンが率い、黄金期を迎えているイギリスの名門オー
ケストラが初来熊。復興支援にふさわしく、生気あふれるベートヴェンを聴かせます。
なお、このコンサートの売上金は熊本の文化財復興のため、熊本県へ寄附いたします。

鶴屋百貨店創業65周年・熊本県立劇場開館35周年記念 共同企画
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

日時　5月17日（水）
 開場 18：00　開演 19：00
会場　コンサートホール
料金　【全席指定】
 SS席12,000円、S席10,000円、A席8,000円
 B席6,000円　※U25（25歳以下）割／B席3,000円
出演 指揮：エサ=ペッカ・サロネン
　　　ヴァイオリン独奏：諏訪内 晶子
　　　管弦楽：フィルハーモニア管弦楽団
プログラム　ベートーヴェン／序曲「命名祝日」ハ長調Op.115
　 　　　メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64
 　　　　　　　　　（ヴァイオリン：諏訪内 晶子）
　　　　ベートーヴェン／交響曲第７番イ長調Op.92
主催 鶴屋百貨店、（公財）熊本県立劇場

Cheryl Mazak
ピンカス・ズーカーマン

①官製はがきの場合

②インターネットの場合

宮崎国際音楽祭管弦楽団

共催事業

地震1年後に
熊本の「復活」を祈るコンサート

日時　4月14日（金）
 18：30 開場
 19：30 プレイベント
 20：00 演奏　
 21：26 終演予定　※演奏後黙祷
会場　コンサートホール
料金 S席5,000円、A席4,000円
 B席3,000円、C席2,000円（完売）
出演　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
曲目 交響曲第2番ハ短調「復活」/マーラー
主催 熊本地震復興祈念演奏会実行委員会
 くまもと音楽復興支援100人委員会
 NPO法人オーケストラ創造
 音楽の学び舎を支援する会
問い合わせ　☎050-5276-9626
 　　　☎050-5307-1426

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。

くまモン音楽祭
～こどもが主役の
　復興音楽祭～
子どもたちの歌声を、未来へ♪

日時　4月16日（日）
 開場 16：30　開演 17：00
会場　演劇ホール
料金　入場無料（要事前申し込み） 
プログラム　森田 花央里 作詞・作曲／合唱組曲「くまモン」
 　　大江 千里／「熊本」を奏でる
 　　くまモン夢学校byコロッケ先生！ ほか
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
 〈ゲスト〉
 One Voice Kids（アメリカ）
 コロッケ
 大江 千里
主催 （公財）熊本県立劇場
 熊本日日新聞社
共催 熊本県、（一社）FOR KUMAMOTO PROJECT

熊本県立劇場 検索

入場整理券申込方法は県立劇場公式ホームページへ

コロッケ

姜尚中×玄侑宗久 対談・講演会
「こころの好縁会」
県立劇場の姜尚中館長と、芥川賞作家で僧
侶の玄侑宗久氏による対談を実施します。
対談の前には玄侑宗久氏の基調講演も予定
しています。

日時　6月22日（木）　開場 14：30　開演 15：00
会場　大会議室
料金　入場無料（要事前申し込み） 

大江 千里

官製はがきに
官製はがきに①住所②氏名（ふりがな）③電話番号④希望
人数をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
＜宛先＞〒862-0971　熊本市中央区大江2-7-1
熊本県立劇場「こころの好縁会」 係

県立劇場公式ホームページの
申し込みフォームからお申し込みください。

入場申し込み方法

熊本県立劇場 検索

※定員に達し次第
   締め切ります。

玄侑 宗久姜 尚中

②インターネットの場合
（パソコン、スマートフォン、携帯電話）
県立劇場公式ホームページの申し込みフォームからお申し込みください。

①官製はがきの場合
官製はがきに
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号
⑤希望枚数（最大2枚まで）⑥車いす席希望の有無
をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
＜宛先＞〒862-0971　熊本市中央区大江2-7-1
熊本県立劇場「宮崎国際音楽祭管弦楽団」公演 係

※希望者多数の場合は抽選となります
※お申し込み後、ご当選された方には入場整
理券を送付させていただきます

※抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください

熊本県立劇場 http://www.kengeki.or.jp/検索

入場整理券申し込み方法 2017年4月10日（月）必着

日本ツアーで演奏できること、これは私たち全員にとって大きな体験です。日本の
聴衆の皆さまは音楽をとても深く愛しておられ、その愛に私たちは感化されるので
す。また、数々のコンサートホールが揃って、非常に高いレベルの演奏の場があ
り、世界を見渡しても、その点では日本にまさる国はありません。つねに最高水準
に維持された音響と環境の中で演奏することが私たち音楽家にとってどれほど
貴重な体験か、感謝を込めて強調したいと思います。
皆さまのご期待に応えるべく、ベストを尽くします。再会を心から楽しみにしています。

エサ＝ペッカ・サロネン

サロネン氏から日本のファンへのメッセージが届きました！

吉田 民人
諏訪内 晶子

Clive Barda
エサ＝ペッカ・サロネン

2017年3月25日（土）必着

工事期間 平成30年2月1日～
平成30年7月20日

貸出停止施設
演劇ホール、演劇リハーサル室　
※上記の期間において予約受付は行いません。

工事内容 舞台吊物設備、舞台床機構、
幕類等の更新

工事期間 平成29年3月1日～
平成30年3月20日

貸出停止施設
全施設　
※大会議室及び練習室等については一部貸出を
行っています。詳しくはお問い合わせください。

工事内容 建物外壁PC板の耐震補強工事

演劇ホール舞台機構設備の改修工事（予定）

平成28年熊本地震による外壁等の本格復旧工事

熊本県では、県立劇場の震災による本格復旧工事と、演劇ホー
ルの舞台機構設備等の改修工事（予定）を以下により行います。
県立劇場の一日も早い完全復旧のために係る事情をご理解い
ただき、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

※貸出施設や駐車場等の利用制限、本番時間帯以外での工事音や
　振動の発生等が見込まれます。

県立劇場工事のご案内 活動支援のご報告とお願い

熊本地震を受け、全国のみなさまから多くのご支援の寄付をいただきました。
その総額は、これまで46件 約1,688万円にのぼっています。
これらの支援金は、熊本県立劇場が被災した方たちの心の復興をめざして
取り組んでいる「アートキャラバンくまもと」事業に充てさせていただいており
ます。今後も継続して「アートキャラバンくまもと」を実施してまいりますので、
引き続き皆様からのご支援をよろしくお願いいたします。
詳しくはHPをご覧ください。

「平成28年熊本地震」を受け、音楽や
演劇、ダンスなどのアートを通して被災
した方々のこころのケアを行うため、
新プロジェクトを立ち上げました。
学校や仮設住宅等に芸術家を派遣
し、被災者や子どもたちを対象とした、
無料のおでかけ公演やワークショップ
を開催しています。（平成28年3月末で
約150回実施）

「アートキャラバンくまもと」について

佐渡裕氏による吹奏楽部の指導
（益城中学校）
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