
※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。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

コンサートホール
演劇ホール

大会議室

音楽リハーサル室
演劇リハーサル室
和室

第1、2、3練習室

主な舞台芸術公演 7July

地震災害復旧工事に伴うお知らせ

※1 新規の予約ができない期間です。但し、すでに予約済みの催し物は開催されます。
※2 工事による音漏れが発生する場合がございます。

（予約期限は変更になる場合がございます）

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

大会議室
…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

熊本シンフォニックウインズ　
第22回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：30
指揮者体験コーナー、ステージ体験コーナーなど、そ
の他にも楽しい企画が盛りだくさん。子どもから大人
まで楽しめるコンサートです。
＜第1部＞
マーチ・ザ・ナイン
たなばた
アルルの女より
＜第2部＞
 LOVE
 北島三郎メドレー
ハリー・ポッター組曲　ほか
料 入場無料
問 熊本シンフォニックウインズ
　☎096-339-8997（中ノ森）

18（日） コ

熊本学園大学 第50回　
MUSIC FESTIVAL

問 熊本学園大学音楽サークル協議会
　☎070-3887-7626（松原）

7/2（日）

第61回熊本県吹奏楽コンクール
及び第62回九州吹奏楽コンクール
熊本支部予選

問 熊本県吹奏楽連盟
　☎096-356-3271

9（日）
22（土）

～27（木）
29（土）
30（日）

B'z SHOWCASE 2017
―B'z In Your Town―

問 BEA　☎092-712-4221

13（木）

平成29年度熊本県合唱コンクール
（兼）第72回九州合唱コンクール
熊本県予選

問 熊本県合唱連盟　☎090-2582-7787（山本）

15（土）
16（日）

Na Hoku O Ka Lani
問 フラスタジオ ナーレイオホク
　☎090-1088-8828（市原）

15（土）

DANCE EXPRESS 
in 熊本 5

問 サカイキタガワダンス教室　☎096-326-5432

16（日）

陸上自衛隊 熊本地震復興祈念
コンサート 第2弾

問 陸上自衛隊第8師団司令部総務課広報室
　☎096-343-3141（内線3445）

18（火）

熊本子どもミュージカル
5周年記念公演
ミュージカル「ピエロ人形の詩」

問 児童劇団「大きな夢」
　☎090-2719-4008（小幡）

17（月・祝）

熊本市民劇場第390回例会　
劇団昴「ラインの監視」

問 熊本市民劇場
　☎096-322-0500

20（木）
21（金）

6June

…休館日

第67回 熊本県合唱祭
開場9：30／開演10：00／終演19：00
熊本県合唱連盟加盟団体による成果発表会。
料【全席自由】500円
問 熊本県合唱連盟
　☎090-2582-7787（山本）

4（日） コ

FULL

熊本市民劇場第389回例会
劇団民藝『集金旅行』

6日　開場18：00／開演18：30／終演21：20
7日　開場18：00／開演18：30／終演21：20
8日　開場13：00／開演13：30／終演16：20
 原作／井伏鱒二
 脚本／吉永仁郎
 演出／高橋清祐
 出演／樫山文枝、伊藤孝雄、西川明　ほか
原作は「山椒魚」「黒い雨」の井伏鱒二。行く先々で
出会う一風変わった人 と々のやり取りや、同行2人
の微笑ましい交情が、どこか牧歌的風景を感じさせる。
脚本の吉永仁郎は「芝居を観ながら、良質の小説を
読んでいるような気分に浸ってもらう、そんな静かな喜
劇にしたい」と語っています。
料 会員制
問 熊本市民劇場　☎096-322-0500

6（火）
～8（木）

BUS 6日   
7日 

演 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

開場13：30／開演14：00／終演16：00
 指揮／山㟢浩隆
＜曲目＞
 喜歌劇「詩人と農夫」より序曲（F.V.スッペ）　　　　
 組曲「おとぎ話」（ヨゼフ・スーク）
 交響曲第二番（ジャン・シベリウス）
料【全席自由】500円
　※当日券は200円高※未就学児は入場無料
問 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
　☎090-6778-2725（杉本）

17（土） コ

県劇
 ほか

学園創立45周年記念　
熊本地震復興コンサート
平成音楽大学ブラスオーケストラ 
2017 演奏会

開場18：30／開演19：00／終演21：00
カーネギーホールの単独公演の実績をもつブラス
オーケストラ。
 音楽監督・指揮／出田敬三
＜第1部＞
 2017年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
サクソフォン協奏曲　ほか
＜第2部＞
 吹奏楽のための交響的行進曲「くまもと」
ディズニーメドレー　ほか
料【全席自由】
　一般2,500円
　学生（大学生以下）1,500円
問 学校法人御船学園 平成音楽大学演奏課
　☎096-282-0506

22（木） コ

県劇  

 ほか

FULL

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

開場12：00／開演12：30／終演16：30
ウクレレ奏者／海田明裕
 Hawaiian Musician ウクレレボーカル／山田John泰介
 LauLa ギターボーカル／松井貴志
 特別出演／NHK熊本児童合唱団
料【全席自由】1,000円
問 熊本ハワイアン音楽協会事務局
　☎0964-53-0603

25（日） 演

県劇  

 ほか

FULL

ANATA BOLIVIA
～アナタ･ボリビア～

開場18：30／開演19：00／終演21：00
ボリビア音楽界のグラミー賞「シコンボル」に3部門も
ノミネートされた実力派グループ「アナタ ボリビア」が、
やさしくも逞しきフォルクローレ音楽をお届けします。
料【全席指定】5,500円
問 MIN-ON熊本
　☎096-344-4646

26（月）

県劇  

ぴあ  ローソン
 ほか

演

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

開場15：30／開演16：00／終演17：30
開場18：00／開演18：30／終演20：00
パリ・ロンドン・ローマなど世界で絶賛。ウクライナの
真珠と評される、美しいアンサンブル。総勢50名によ
る日本縦断ツアー!
＜豪華名場面集＞
くるみ割り人形
白鳥の湖
 眠れる森の美女　より　
料【全席指定】3,800円
問 GAKUONユニティ・フェイス
　☎0985-20-7111

30（金）

4

県劇  

ぴあ  ローソン
 ほか

演

       

6月満車予想カレンダー
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

FULL FULL FULLFULL FULL FULL FULL FULL FULLFULL

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～

開場13：30／開演14：00／終演16：30
多くの方々に心に響くクラシック音楽に酔いしれ、癒
されるひと時を。若年層からお年を召した方 ま々で全
国的に高い人気を博し、クラシック音楽にも造詣が深
い俳優・高橋克典氏をコンサートの導き手としてお招
きし、生のオーケストラと歌声、そしてバレエとでお贈り
するとっても贅沢なコンサート。
 指揮／岩本貴文　
 管弦楽／ラスカーラ・オペラ管弦楽団　
バレエ／熊本バレエ研究所
 合唱／ヴィーブル合唱団、ラスカーラ・オペラ合唱団
料【指定席】
　特別席10,000円（限定100席）
　S席（一般）5,500円
　S席（学生）3,000円
　S席ペア10,000円
　A席（一般）4,500円　
　A席（学生）2,500円
　A席ペア8,000円
　【自由席】
　一般3,000円　
　学生2,000円
　※当日券は500円高
　※学生は高校生以下
問ラスカーラ・オペラ協会
　☎096-237-7967

25（日） コ

県劇  

 ほか

FULL

熊本県立劇場は平成３０年３月２０日まで、昨年４月に発生した「平成２８年熊本地震」からの本格的な復旧工事を行って
おります。1日も早く万全の状態で皆様をお迎えできますように努力してまいります。皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒
ご理解、ご協力をお願いいたします。

本格復旧工事に伴い、駐車場の一部（140台分）が現
在使用できません。そのため、公演日には駐車場満車の
可能性があります。

● 工事期間中に催物が開催される日において、劇場利用
者以外の入庫をお断りさせていただきます。なお、駐車
場が満車となり次第、劇場利用者も入庫できなくなりま
すので、ご注意ください。

● 入庫規制を行う日については、県立劇場ホームページ
「入庫規制のお知らせ」をご覧ください。

● 近隣のコインパーキングについては、県立劇場ホームペ
ージ「コインパーキングのご案内」をご覧ください。

新規の予約停止※1 （H29/3/1～H30/3/20）

夜間区分帯のみ予約可

予約停止 （H29/10/1～H30/3/20）

予約停止 （H29/10/1～H30/3/20）

使用制限了承の上予約可※2

使用制限了承の上
予約可※2

夜間区分帯
のみ予約可

大

第29回　
熊本県高等学校総合文化祭

2日　開場12：30／開演13：30／終演17：00
3日　開場12：00／開演13：00／終演16：00
熊本県内高校生による文化系クラブの発表。
コンサートホール・演劇ホール／合唱、吹奏楽、演劇、

日本音楽、器楽管弦楽、マーチングバンド、バトントワ
リング、アンサンブル、独奏、放送、弁論、吟詠剣詩舞、
郷土芸能、洋舞、特別支援学校、家庭クラブ、書道

 大会議室・ホワイエ・モール／美術、工芸、書道、写真、
理科研究、図書、特別支援学校、文芸、国際ボラン
ティアＪＲＣ、百人一首かるた、華道、ポスター図案

 和室／茶道
料 入場無料
問 熊本県高等学校文化連盟
　☎096-285-1344

6/2（金）
3（土）

コ

FULL

大演

バンドフェスタ 2017

10日　開場9：45／開演10：20／終演17：00
11日　開場9：45／開演10：20／終演16：55
県内の大学・高校・中学23団体による吹奏楽の演
奏会。
ゲスト／
　玉名女子高等学校吹奏楽部（6/10）
　福岡工業大学附属城東高等学校吹奏楽部（6/11）
料【全席自由】一般800円 小学生～大学生600円

※当日は200円高
　 ※就学未満のお子さまは親子室利用
問バンドフェスタ 2017実行委員会
　☎090-9579-6460（福島）

10（土）
11（日）

コ

FULL

県劇
 ほか

樫本大進&
アレッシオ・バックス

問 RKK熊本放送
　☎096-328-5525（平日10：00～17：00）

11（火）

県劇

 工事期間中の施設予約状況  工事に伴う駐車場の台数減少について

ohashiTrio　　　　　
HALL TOUR 2017

開場17：00／開演18：00／終演20：00
料【全席指定】6,800円
問 BEA
　☎092-712-4221

4（日）

ぴあ  ローソン  

ほか

演

FULL


