
※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 8August

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

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 7July
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7月満車予想カレンダー
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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
支部予選ならびに
第13回南九州小編成吹奏楽
コンテスト熊本支部予選

　9日　開場10：00／開演10：30／終演17：00
22日　開場  9：00／開演  9：30／終演17：10
23日　開場  9：00／開演  9：30／終演16：55
24日　開場  9：00／開演  9：30／終演16：55
25日　開場  9：00／開演  9：30／終演20：15
26日　開場  9：00／開演  9：30／終演20：00
27日　開場  9：30／開演10：00／終演17：05
29日　開場  9：15／開演  9：45／終演17：55
30日　開場  9：00／開演  9：30／終演13：15
　　　	開場13：55／開演14：10／終演19：45
		9日（日）大学B・Ａパート、職場一般Aパート
22日（土）中学校Aパート<1日目>
23日（日）中学校Aパート<2日目>
24日（月）中学校Aパート<3日目>
25日（火）中学校Bパート<1日目>・
　　　　高等学校Aパート<1日目>
26日（水）中学校Bパート<2日目>・
　　　　高等学校Aパート<2日目>
27日（木）高等学校Bパート　　　　　　　　　　　　　　
29日（土）中学校南九州代表選考会・
　　　　中学校九州代表選考会
30日（日）小学校Aパート・
　　　　高校南九州代表選考会・
	　　　		高校九州代表選考会

※30日の高校代表選考会は別途チケット必要
料【全席自由】900円	
　※当日100円高
問熊本県吹奏楽連盟	
　☎096-356-3271

9（日）
22（土）
～27（木）
29（土）
30（日） コ

FULL

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」

開場15：30／開演16：00／終演17：40
ひとりぼっちで貧しい少女ナナは、いじわるで、ひねくれ
もの。喧嘩ばかりしていて、みんなから嫌われ、誰も相手
にしてくれません。ある日ナナは果物屋でリンゴを盗みま
すが、ピエロ人形に出会って不思議な体験をします。
料【一部指定席】2,500円
　【自由席】大人2,000円	
　　　　		高校生以下1,500円
　　　　　親子ペア3,000円
　※当日は300円高
問熊本子どもミュージカル
　☎090-2719-4008（小幡）
			＜自由席のお問い合わせ＞
　児童劇団「大きな夢」
　☎0120-663-551（日曜・祝日は定休）

17（月・祝） 演

県劇   

ほか

熊本市民劇場第390回例会
劇団昴「ラインの監視」

開場18：00／開演18：30／終演20：40
開場13：00／開演13：30／終演15：40
1940年晩春。ワシントン郊外にある大邸宅ファレリー
家。女主人ファニーとその息子。黒人の執事と家政
婦とフランス女、そしてルーマニアの亡命貴族テック
夫妻。そこへドイツ人に嫁いだファニーの娘サラが三
人の子どもと夫を連れて20年ぶりに帰ってくる。
昔の思い出に浸るひととき、そこに届いた長距離電話。
作／リリアン・ヘルマン
翻訳／小田島雄志
演出／原田一樹
出演／要田禎子、金尾哲夫　ほか
料会員制
問熊本市民劇場
　☎096-322-0500

20（木）
21（金）

演

BUS 20日   
のみ 

広告募集

公演の宣伝、メンバー募集、団体ＰＲ等、芸術文化に興味がある方が集う劇場ホームページや県内の公的機
関、教育・文化施設や市町村、民間企業など幅広い方面に毎月配布を行っている広報誌「ほわいえ」を広報
ツールとしてご利用してみませんか。

熊本県立劇場広報誌「ほわいえ」に掲載する広告を募集しています。熊本県立劇場ホームページ（http://www.kengeki.or.jp/）のトップ
ページに掲載するバナー広告を募集しています。

※平成28年度の月間アクセス数（トップページ）は、平均約18,000ページビューです ※平成28年度の月間配布数は、約800カ所、7000部です

お問い合わせ・お申し込み　熊本県立劇場	☎096-363-2234

【サイズ】	縦54px×横170px（広告位置はホームページ下部）
【形式】	JPEG・GIF（但しアニメーション不可）
【データ容量】	5KB以下
【料金】	5,000円／月（税込）

【サイズ】　
①A4版	1／4ページ（65㎜×190㎜）
②A4版	1／8ページ（93㎜×		65㎜）

【料金】　
①30,000円（税込）
②16,000円（税込）

 ホームページ	バナー広告  広報誌「ほわいえ」への広告掲載

グルッポ・ヴィーヴォ
チャリティーコンサート　
熊本復興のための元気コンサート
えい・えい・おー！

問グルッポ・ヴィーヴォ	☎096-362-3556

8/5（土）

第63回	藤豊会公演
問 藤豊会	☎096-384-7085

6（日）

第84回	
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

問ＮＨＫ熊本放送局	
　☎096-326-8205

8（火）
9（水）

第61回	熊高音楽会
問 熊本県立熊本高等学校音楽部	
　☎096-371-3611（本田・井上）

10（木）

スワンバレエスクール	セーヌ	
2017	Ｖｏｌ．35

問スワンバレエスクール	
　☎096-384-5115

11（金・祝）
第27回	グレンツェン
ピアノコンクール	熊本予選

問グレンツェンピアノ研究会
　☎0995-22-4158

16（水）
17（木）

清水バレエスタジオ	50周年	
リサイタル	2017

問 清水バレエスタジオ	☎096-339-8000（火・木・金曜休み）

20（日）

バレエスクール	エクラン
研修発表会

問バレエスクール	エクラン	☎096-353-5232

23（水）

ピアノランドフェスティバル2017	
Ｖｏｌ．18	熊本特別公演
～樹原涼子と復興を応援する
仲間たち～

問ピアノランドメイト事務局
　☎03-5742-7542

12（土）

県劇

ピノキオ	
～または白雪姫の悲劇～

問 熊本県立劇場	☎096-363-2235

18（金）

県劇

来日55周年記念	
ベンチャーズ	ジャパン・ツアー
2017

問ピクニックチケットセンター	
　☎050-3539-8330（平日11：00～17：00）

29（火）

第59回	熊本県芸術文化祭
オープニングステージ
～ヤマカズが贈る新・オーケストラ～

問 熊本県立劇場	☎096-363-2235

27（日）

県劇

こっぺりあ・バレエ・アート	
ＳＴＡＧＥ	2017	Ｖｏｌ．25

問こっぺりあ・バレエ・アート	
　☎096-363-2766

12（土）

熊本学園大学	
第50回	MUSIC	FESTIVAL

開場12：30／開演13：30／終演20：00
ジャズを演奏するスイング、ラテン音楽の軽音、バンド
をするロック、クラシックギターで合奏するギター、イタ
リア発祥の楽器で合奏するマンドリン、混声合唱の
ゲミ、洋楽バンドのモダンフォークなど、さまざまなジャ
ンルの演奏を聴くことができます。各サークルがコラ
ボする合同演奏もあります。50周年ならではの企画
もあります。
料【全席自由】350円
　※当日50円高
問熊本学園大学音楽サークル協議会
　☎070-3887-7626（松原）

7/2（日） 演

FULL

樫本大進＆
アレッシオ・バックス

開場18：00／開演19：00／終演21：30
世界的ヴァイオリニストとイタリアの貴公子による
華麗なる共演！
＜演奏曲目＞（予定）
モーツァルト／ヴァイオリン・ソナタ	ト長調（K.301）
ブラームス／ヴァイオリン・ソナタ	第1番ト長調「雨の歌」（Op.78）
シマノフスキ／神話（Op.30）
グリーグ／ヴァイオリン・ソナタ	第3番ハ短調（Op.45）
料【全席指定】
　SS席7,500円、S席6,500円
　A席5,500円、B席5,000円
問ＲＫＫ熊本放送
　☎096-328-5525（平日10：00～17：00）

11（火）

BUS

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

コ

FULL

B'z		SHOWCAＳE		2017		
―B'z	In	Your	Town―

開場18：15／開演19：00／終演21：30
料【全席指定】Ｓ席10,000円
問ＢＥＡ	
			☎092-712-4221

13（木） 演

4FULL

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

15日 開場9：30／開演10：00／終演19：00
16日 開場9：30／開演10：00／終演16：00
熊本県合唱連盟に加盟する小学校、中学校、高校、大学、
職場、一般の団体が日頃の練習の成果を競うコンクール。
料【全席自由】500円
問熊本県合唱連盟
　☎090-2582-7787（山本）

15（土）
16（日）

コ

FULL

Ｎａ	Ｈｏｋｕ	Ｏ	ｋａ	Ｌａｎｉ
開場11：30／開演12：00／終演16：00
フラスタジオ	ナーレイオホクの生徒の発表会。タイトル
のナーホクオカラニは星＝生徒が美しく輝く時という意
味です。ゲストに3つのプロのハワイアンバンドを招い
て全曲生演奏で踊ります。生演奏の音を体に感じなが
らハワイの雰囲気を味わっていただき、公演後もハワイ
アンのリズムと一体となったフラの踊りを思い出し、穏
やかに安らいでいただければ最高です。
料【全席自由】1,000円
問フラスタジオ	ナーレイオホク	☎090-1088-8828（市原）

15（土） 演

FULL

ＤＡＮＣＥ	ＥＸＰＲＥＳＳ	
in	熊本	５

開場12：30／開演13：00／終演15：30
ダンスの発表会。
社交ダンス	ジャズダンス	ダンストレーニング　ほか
料入場無料
　※入場整理券あり
問サカイキタガワダンス教室
　☎096-326-5432

16（日） 演

FULL

中央音楽隊巡回演奏会
熊本公演

開場17：30／開演18：00／終演20：00
テーマ／地域とともに	～今までも	今からも～
出演者／中央音楽隊、第8音楽隊
　　　　　宮良多鶴子（ソプラノ歌手）
　　　　　樫山結（司会）
演奏曲目／MANTECA
　　　　　		グレンミラーメドレー
　　　　　		涙そうそう
　　　　　		You	Raise	Me	Up
　　　　　		Time	to	Say	Goodbye　ほか
料入場無料	※要整理券
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）

BUS

コ

FULL

熊本ユースシンフォニー
オーケストラ	
第49回定期演奏会

問 熊本ユースシンフォニーオーケストラ	
　☎096-382-8772（山口）

13（日）

県劇


