
※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。
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6June

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コ コンサートホール

演 演劇ホール 5May

…休館日…休館日

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

第28回	熊本北高等学校　　
吹奏楽部定期演奏会

開場16：30／開演17：00／終演19：00
第Ⅰ部：2017吹奏楽コンクール課題曲よりⅡ、Ⅳ
福島弘和（作曲）吹奏楽のための「交響的断章」　ほか
第Ⅱ部：ポップス（J-BEST’16～2016年J-POPベ
ストヒッツスペシャルメドレー　ほか）
第Ⅲ部：スイングJAZZ（グレンミラーメドレー、シング・
シング・シング　ほか）
ゲスト：東	涼太（Quartet	SPIRITUS）熊本北高13期卒
料入場無料
問 熊本北高等学校吹奏楽部
　☎096-338-1110（早川）

5/３
（水・祝）

コ

FULL

熊工OBウインドアンサンブル	　
グリーンコンサート2017

開場17：30／開演18：00／終演20：30
 1部：シンフォニックステージ（ロードショー・メドレー）
 2部：ステージパフォーマンス（OBガードーショー、熊
工吹奏楽部のマーチング、和太鼓	輝によるステージ！）
 3部：ポピュラーステージ（In	 The	 Stone～
Fantasy、シング・シング・シング	ほか）
ゲスト：熊工吹奏楽部、社会人和太鼓団体「和太鼓	輝」
料【全席自由】
　一般1,000円、高校生以下500円
　※未就学児無料
問 熊工OBウインドアンサンブル
　☎096-379-9708（土山）

３（水・祝）

FULL

演

県劇   

ほか

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

開場17：00／開演17：30／終演20：30
料【全席指定】6,900円	※3歳以上チケット必要
問キョードー西日本
　☎092-714-0159

４（木・祝） 演

熊本ウインドオーケストラ　　	
第２９回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
指揮：桐田信一郎、小島由利佳、本田	悠介
第1部：エル・カミーノ・レアル（A.リード）、大阪俗
謡による幻想曲（大栗裕）	ほか
第2部：カルメン幻想曲（Ｆ．ボルヌ）、TWO-PART	
INVENTION（P.スパーク）	ほか
第3部：神話とモンスター（P.スパーク）
料【全席自由】一般1,000円、中高生800円
　※小学生無料	※就学未満は親子室利用
問 熊本ウインドオーケストラ
　☎096-233-2090（山口）

５（金・祝） コ

県劇   

ほか

熊本県立済々黌高校吹奏楽部	
第４０回定期演奏会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
第1部：クラシックステージ
2017年度吹奏楽コンクール課題曲、OB・OG合同演奏　ほか
第2部・第3部：ポップスステージ
J-BEST2016、ディープパープルメドレー、オーメンズ・
オブ・ラブ　ほか　　　　
※ホワイエにてウェルカムコンサートあり
料入場無料
問 熊本県立済々黌高等学校吹奏楽部
　☎090-3798-9640（奥田）

６（土）
コ

FULL

最高の男たちの冒険	　
Episode	Ⅴ

開場12：30／開演14：00／終演16：00
マロオケの５回目の熊本公演。日本のプロオーケスト
ラのコンマス、主席奏者を中心に指揮者を置かない
スーパーオーケストラです。	※プレコンサート13：00～
＜プログラム>
ハンガリー舞曲	1、2、4、5、6、7番
交響曲第1番ハ短調op.68（ヨハネス・ブラームス）
※曲目解説あり
料【全席指定】Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円
　Ｂ席5,000円、Ｃ席4,000円
　※学生半額（100名限定）
問 NPO法人オーケストラ創造
　☎090-6632-5795（坂本）

７（日） コ

FULL

県劇   

ほか

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

開場16：45／開演17：30／終演19：30
音楽監督：徳永二男
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		
＜プログラム>
ヴァイオリン協奏曲	ニ長調	Ｏｐ.61（べートーヴェン）
交響曲第5番	ハ短調	Ｏｐ.67「運命」（べートーヴェン）
料入場無料	※申込受付終了
問 熊本県立劇場	☎096-363-2235

１１（木） コ

FULL

DRUM	TAO	2017		　　　
ドラムロック	疾風

13日　開場13：00／開演13：30／終演15：30
　　 　開場17：30／開演18：00／終演20：00
14日　開場13：00／開演13：30／終演15：30
2017年新作舞台「ドラムロック疾風」
舞台を一気に駆け抜ける疾走感。日本の超カッコ良さ
を世界へ届ける！
料【全席指定】
　ＳＳ席7,700円
　Ｓ席6,700円
　Ａ席5,700円
問テレビ熊本
　☎096-351-1140（平日9：30～17：30）

１３（土）
１４（日）

６FULL

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

演

BUS 13日   
夜のみ 

第103回	熊本交響楽団　　	
定期演奏会

開場17：15／開演18：00／終演20：30
指揮：松井慶太			
トランペット・ソロ：菊本和昭（ＮＨＫ交響楽団首席奏者）
＜曲目>
組曲「道化師」（カバレフスキー）
トランペット協奏曲（アルチュニアン）
交響曲第4番ヘ短調（チャイコフスキー）
料【指定席】1,800円
　【自由席】一般1,500円
　　　　　学生1,000円（4歳～大学生）
問 熊本交響楽団
　☎090-4772-9090

１４（日） コ

FULL

BUS

4

県劇  

ほか

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

開場18：00／開演19：00／終演21：00
鶴屋百貨店創業65周年、熊本県立劇場開館35周
年を記念し、クラシック界の鬼才、エサ＝ペッカ・サロ
ネンとイギリスの名門オーケストラ・フィルハーモニア
管弦楽団のコンサートを開催。サロネンとフィルハー
モニア管弦楽団は熊本初登場。
ソリスト：諏訪内晶子（ヴァイオリン）
＜プログラム>
序曲「命名祝日」ハ長調Ｏｐ.115（ベートーヴェン）								
ヴァイオリン協奏曲ホ短調Ｏｐ.64（メンデルスゾーン）								
交響曲第７番イ長調Ｏｐ.92（ベートーヴェン）
料【全席指定】
　ＳＳ席12,000円
　Ｓ席10,000円
　Ａ席8,000円
　B席6,000円
問 熊本県立劇場
　☎096-363-2235

１７（水）

FULL BUS

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

THE	EMPTY	STAGE　　	
熊本公演

開場13：15／開演14：00／終演17：00
千原ジュニア、ケンドーコバヤシ、しずちゃんなど13名
の吉本芸人によるエンターテイメントステージ。台本な
し、道具なし「即興」をテーマにＯＮＥ-ＭＡＮ	ＴＡＬＫＳ
ＨＯＷとＩＭＰＲＯＶ	ＳＨＯＷ。
料【全席指定】
　7,000円
問テレビ熊本
　☎096-351-1140
　（平日9：30～17：30）

２０（土）

 ぴあ  

ローソン  ほか

FULL

演

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

開場11：00／開演11：30／終演12：30
開場1３：30／開演14：00／終演15：00
トーマス、パーシー、ジェームスが登場！映像を駆使
したオリジナルストーリーの楽しい歌と踊りのミュー
ジカル！！
料【全席指定】2,800円
　※2歳以上有料
　※2歳未満でも席が必要な場合は有料
問ピクニックチケットセンター
　☎050-3539-8330（河津）

２１（日）

県劇  

ぴあ  ほか

演

FULL

森山直太朗	　　　　　　　
15th	アニバーサリーツアー	
『絶対、大丈夫』

開場18：00／開演19：00／終演21：00
料【全席指定】6,900円
問キョードー西日本
　☎092-714-0159

２６（金） 演

FULL

第19回	九州音楽コンクール　
「受賞記念コンサート」

開場13：00／開演13：30／終演18：30
さまざまな音楽ジャンルのスペシャリストが国内外から
熊本に集結！
料【全席自由】1,000円
問 九州音楽コンクール事務局
　☎096-282-0506

２７（土） コ

FULL

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

開場14：00／開演14：30／終演16：15
熊本地震復興応援～オペラに乾杯！イタリアを歌う～
＜プログラム>
からたちの花	かやの木山（日本歌曲）
樹木の蔭で	ガンジス川に陽は昇り（イタリア古典歌曲）
“彼女は死なねばならぬ！”（オペラ「ラ・ジョコンダ」より）
“哀れなる父の心は”（オペラ「シモン・ボッカネグラ」より）	
ほか
料【指定席】3,500円（限定200席）
　【自由席】一般3,000円
　　　　　大学生以下1,500円
　※当日券は500円高
問 熊本シティオペラ協会公演事務局
　☎080-2713-5717

２８（日） コ

FULL

県劇  

ほか

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

開場17：30／開演18：00／終演20：00
時は戦国時代。原作をベースにサムライ・ロック・
オーケストラがオリジナルストーリーで贈る南総里見
八犬伝。
料【全席指定】
　一般7,000円、小学生以下4,500円
　※当日は500円高
　※未就学児1名まで膝上鑑賞可
問 SRO運営事務局
　☎03-5738-5438
					（平日11：00～18：00）

２８（日）

ぴあ  ローソン  

ほか

演

FULL

第29回	熊本県高等学校　　
総合文化祭

問 熊本県高等学校文化連盟
　☎096-285-1344

6/2（金）
3（土）

第67回	
熊本県合唱祭

問 熊本県合唱連盟
　☎090-2582-7787（山本）

4（日）

ohashiTrio	
HALL	TOUR	2017

問 BEA	
　☎092-712-4221

4（日）

熊本市民劇場第389回例会	　
劇団民藝『集金旅行』

問 熊本市民劇場
　☎096-322-0500

6（火）
～8（木）

バンドフェスタ2017

問バンドフェスタ実行委員会
　☎090-9579-6460（福島）

10（土）
11（日）

熊本大学フィルハーモニー　
オーケストラ	　　　　　　　
第39回サマーコンサート

問 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
　☎070-5416-3460（檜皮）

17（土）

熊本シンフォニックウインズ			
第23回定期演奏会

問 熊本シンフォニックウインズ
　☎090-2588-6329（森）

18（日）

平成音楽大学
ブラスオーケストラ　　　　　
2017演奏会

問 学校法人御船学園	平成音楽大学
　☎096-282-0506

22（木）

心に響くちょっと贅沢な　　　
オペラティックコンサート	　　
～高橋克典が愛をつづる～

問ラスカーラ・オペラ協会事務局
　☎096-237-7967

25（日）

熊本ハワイアン音楽協会	　　
設立5周年記念公演	　　　　
美しい熊本・復興支援チャリティー	
フラ＆ハワイアンコンサート

問 熊本ハワイアン音楽協会事務局
　☎0964-53-0603

25（日）

ANATA	BOLIVIA	　　　　
～アナタ･ボリビア～

問 MIN-ON熊本
　☎096-344-4646

26（月）

キエフ・クラシック・バレエ　	
チャイコフスキー　　　　　　
夢の３大バレエ名場面集

問 GAKUON
　☎0985-20-7111

30（金）

熊本地震復興祈念　　　　　
珠寿恵会四十五周年記念　　
日本舞踊公演会

開場10：00／開演10：30／終演15：30
＜番組>
新曲浦島、口上、舞妓、羽根の禿、友禅さらし、お祭り、
あやめ、花くらべ　ほか
賛助出演：西崎緑祠
料【全席自由】1,000円
問 藤間珠寿恵	☎096-371-8236

６（土）

FULL

演

県劇   

ほか

県劇

県劇

県劇

県劇

県劇

コ

辻本茂雄	　　　　　　　　　
絆で30周年記念ツアー	　　　
吉本新喜劇	in	熊本

開場13：30／開演14：00／終演16：30
開場17：00／開演17：30／終演20：00
出演：島田珠代、アキ、伊賀健二、森田展義	ほか
料【全席指定】
	 地階・1階席6,000円　
	 2階席5,000円
　※5歳以上または身長110㎝以上の
						お子様は有料
問チケットよしもと	
　☎0570-550-100

２７（土） 演

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

FULL


