
※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 9September

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 8August

…休館日

	 		 		 		

8月満車予想カレンダー
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FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL

大

第61回	熊高音楽会
開場13：00／開演13：30／終演16：30
熊本高校音楽部による演奏会。
料入場無料
問熊本高等学校	☎096-371-3611（本田・井上）

10（木） コ

第27回	グレンツェンピアノ　
コンクール	熊本予選

16日　開場10：00／開演10：30／終演19：00
17日　開場10：00／開演10：30／終演19：00
幼児～一般対象のピアノコンクール予選。
料入場無料
問グレンツェンピアノ研究会	☎0995-22-4158

16（水）
17（木）

コ

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！

開場13：00／開演13：30／終演16：30
熊本地震から1年4カ月が過ぎ、復興に向かう熊本の
皆様を、音楽で元気にすべく、会員と支援のために駆
けつけてくださる仲間（東京・福井・静岡・沖縄）による、
オペラアリアや重唱、歌曲、バレエとのコラボなど、バ
ラエティに富んだ楽しいコンサートです。
ソプラノ／福田恵加、五位野百合子、木村久美子、
　　　　　	東	園、吉澤百合、平田祥子、畠山志津子、
　　　　　	金戸愛香
メゾソプラノ／兼武尚美、田川真木子
テノール／出田秀尚、春日幸雄、免出雅俊
バリトン／草村健司
ピアノ／呉恵珠、塩津貴子、永野麗子、畑田朋子
フルート／伊藤久美子
友情出演／田中浩子（ソプラノ）、照屋陽（テノール）、
　　　　　　	正源司有加（ピアノ）、谷口京介（ピアノ）、
　　　	　　	田尻大樹（トランペット）、
　　　　　		NHK熊本児童合唱団、
　　　　　		コール・ローザ、コールいずみ、
　　　　　		スタジオルルベ（バレエ）
料【全席自由】一般3,000円、学生1,500円
問グルッポ・ヴィーヴォ事務局
　☎090-4343-3105（春日）

8/5（土） コ

 

ほか

FULL

熊本復興祈念公演	
日本舞踊	復興への歩み
第63回	藤豊會

開場10：30／開演11：00／終演16：00
長唄／ゆたか、関の小萬、歌舞伎踊、常磐の庭、
　　　　あやめ浴衣、まかしょ　ほか
大和楽／藤むらさき	常磐津／あやめ売り、駕屋
清元／子守、浮かれ坊主	義太夫／相生の松
【特別番組】ヴィヴァルディ「四季」<春・夏>ー天女の祈りー
料【指定席】（地階）5,000円
　【自由席】（1・2階）3,000円
問藤豊會	☎096-384-7085

6（日） 演

FULL

第84回	ＮＨＫ全国学校
音楽コンクール	熊本県コンクール

8日　開場9：20／開演11：00／終演18：10
9日　開場9：00／開演10：45／終演18：40
毎年合唱を通して小学校、中学校、高等学校の児
童・生徒の健全な成長と豊かな感性を育てることを
目的にこのコンクールを実施しています。
熊本県コンクールで金賞を受賞した学校は、九州・
沖縄ブロックコンクールに出場していただきます。
 8/8（火）／小学校の部・高等学校の部
 8/9（水）／中学校の部
料入場無料
問NHK熊本放送局	☎096-326-8205（川畑・浅野）

8（火）
9（水）

コ

FULL

スワンバレエスクール　
セーヌ	2017	Ｖｏｌ．35

開場16：30／開演17：30／終演20：30
＜プログラム＞

小品集 古典「ヴァリアシオン」 コンテンポラ
リー・バレエ	古典「ラ・シルフィード」全幕

ゲスト／山本雅也（Ｋバレエ団ソリスト）、
　　　　新井悠汰（ＮＢＡバレエ団）
キャスト／菊地結子（NBAバレエ団）・スワンバレエ
スクールスチューデント・NHKカルチャーセンター
クラス・JEUGIAカルチャーセンタークラス

35周年記念の今回は、「ラ・シルフィード」を中心にお送りします。
料入場無料（要整理券）
問スワンバレエスクール	☎096-384-5115

11（金・祝） 演

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～

開場13：00／開演13：30／終演16：00
復興を願う熊本ゆかりの音楽家たちが、笑顔いっぱいのピ
アノランドフェスティバルを贈ります。ピアノ、歌、コンテンポ
ラリーダンス、津軽三味線、笛の音も加わり、生まれたての
曲からよく知られた曲まで、みんなで一緒に楽しみましょう。
＜プログラム＞
　 世代をつなぐ『ピアノランド』の人気曲パレード
　		（樹原涼子×小原孝）
　公募による、子供たちとの連弾＆作品発表！
　 サニーサイドオブストリート・くるみ割り人形・赤とんぼ
　		（小原孝×樹原孝之介）
　 リスト「ラ・カンパネラ」（小原孝）
　コンテンポラリーダンスとピアノのコラボレーション
　 復興支援ソング
　　「虹-七色の音-」「君が笑えるように」
　		（出演者全員）　ほか
料【全席自由】1,500円
問ピアノランドメイト事務局	☎03-5742-7542

12（土） コ

県劇  

ほか

こっぺりあ・バレエ・アート			　
ＳＴＡＧＥ	2017	Ｖｏｌ．25

開場18：00／開演18：30／終演21：00
クラシックバレエの発表会。
第1部／エンゼルコンサート
　　　　	小品集＆「白鳥の湖」第3幕より
　　　　	黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ　ほか
第2部／クラシックコンサート
　　　　		「眠れる森の美女」より
料【全席指定】1,000円
　※当日券（地階・1階のみ指定席）
問こっぺりあ・バレエ・アート	☎096-363-2766

12（土） 演

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

開場14：15／開演15：00／終演16：30
小学生から29歳まで、熊本の若い音楽家たちが奏でる、エ
ネルギッシュなオーケストラ。日本有数の指揮者、高関健氏
の指導を仰ぎ31年目の演奏に、今年も期待は高まります。
指揮／高関健
＜曲目＞
　 交響曲第94番「驚愕」（Ｊ．ハイドン）
　バレエ音楽「三角帽子」第2組曲（Ｍ．de.ファリャ）
　交響曲ニ短調（Ｃ．フランク）
料【指定席】2,000円（ローソンのみ）
　【自由席】一般1,500円
　　　　　高校・大学生1,000円
　　　　　小学生・中学生500円
　※自由席のみ当日は500円高
問熊本ユースシンフォニーオーケストラ
　☎096-382-8772

13（日）
コ

県劇  

ローソン  ほか

おとなもこどもも楽しめる	
ミュージカル	
ピノキオ	～または白雪姫の悲劇～

開場13：30／開演14：00／終演15：30
世界中すべての子どもたちへ贈る、楽しさがぎっしりつまった
ミュージカル！亜門版ピノキオが、この夏熊本にお目見え！！
原作／カルロ・コローディ
作曲・音楽監督／深沢桂子
演出・脚色／宮本亜門
共同演出・振付／福島桂子
美術／下田昌克、大島広子
料【全席指定】Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円
　※4歳～高校生・障がいのある方は半額
問熊本県立劇場	☎096-363-2235

18（金） 演

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL 4

清水バレエスタジオ	
50周年	リサイタル	2017

開場12：30／開演13：00／終演17：10
＜プログラム＞
　  12の月（チャイコフスキー「四季」より）
　 Ｄｏlｌｓ	ポギー＆ベス（ガーシュウィン曲）
　 勿忘草	クララの夢（「くるみ割り人形」より）
ゲスト／原田みのる「勿忘草」、
　　　　	徳永太一、エリック・Ｔ・クロフォード
　　	　　「くるみ割り人形」
特別出演／中西隆子（タカコバレエスタジオ主宰）
出演／清水バレエスタジオ（人吉教室・菊池教室）
料入場無料（要整理券）
問清水バレエスタジオ
　☎096-339-8000（火・木・金曜は休み）

20（日）

FULL

演

クマモトダンスパフォーマンス
２０１７

問 熊日生涯学習プラザ
　☎096-327-3125　

9/3（日）

ＫＵＭＡＭＯＴＯ	ＪＡＺＺ　
２０１７

問 熊本県立劇場	
　☎096-363-2235

7（木）

踊りと歌のつどい
問 踊りと歌のつどい実行委員会
　☎096-343-4812（下川）

7（木）

熊本「万作・萬斎の会」
20周年特別記念公演　
2017夏季狂言の会

問ノマ企画	☎083-246-6266

9（土）

國學院大學
創立135周年記念文化講演	
熊本震災復興祈念コンサート

問 國學院大學創立135周年記念文化講演会
　実行委員会事務局
　☎096-356-0851（宮川）

15（金）

熊本子ども劇場	9月鑑賞会
「このゆびとーまれ！」

問 熊本子ども劇場	
　☎096-356-9282

15（金）

創立70周年記念	
ＮＨＫ熊本児童合唱団　
第13回定期演奏会

問ＮＨＫ熊本児童合唱団
　☎090-3666-1092（春日）

17（日）

熊本市民ふるさと芸能文化祭
問 熊本市民ふるさと芸能文化祭実行委員会
　☎096-366-2932（荒木）

17（日）

第８音楽隊　
「第14回ふれあいコンサート」

問 陸上自衛隊第8音楽隊後援会
　☎090-5386-5593（池田）

18（月・祝）

州宝会	花柳充朱生
舞踊公演

問 州宝会	☎096-353-5748

18（月・祝）

ＹＵＺＵ	ＨＡＬＬ	ＴＯＵＲ　
２０１７	謳おう

問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

21（木）

第72回	九州合唱コンクール
第9回	九州合唱コンクール　
小学校部門

問 熊本県合唱連盟
　☎090-2582-7787（山本）

23（土・祝）

熊本市立錦ヶ丘中学校吹奏楽部　
第18回定期演奏会

問 熊本市立錦ヶ丘中学校
　☎096-368-3166（定政）

24（日）

熊本市立帯山中学校吹奏楽部　
第22回定期演奏会

問 熊本市立帯山中学校吹奏楽部
　☎090-2507-4215（橋本）

24（日）

blast	―ブラスト！
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

26（火）

民音お笑いスペシャル豪華競演！
大爆笑！！浅草漫才大行進

問ＭＩＮ－ＯＮ熊本	☎096-344-4646

27（水）

第31回	少壮吟士吟詠	
チャリティーリサイタル

問 西日本少壮吟士会実行委員会事務局
　☎090-4514-6626（向山）

30（土）

…休館日

<Ballet	School>
Ecrin	FIRST	SCHOOL　
PERFORMANCE

開場17：00／開演17：30／終演20：00
お子様向けの演目で、どなたでも楽しんでいただける
ように解説もつきます。
＜演目＞
	　四季（ヴィヴァルディ）
　子供の情景（シューマン）
　眠れる森の美女～抜粋～（チャイコフスキー）
料入場無料（整理券あり）
問 Ballet	School	Ecrin	
　☎096-353-5232

23（水） 演

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～

開場1４：00／開演15：00／終演17：15
必聴！エグモント序曲	暗譜演奏！！
必見！オーケストラ×日本舞踊！！
結成！こどもオーケストラ！！
挑戦！千人の交響曲！！
＜プログラム＞
	　マーラー：交響曲第1番より「花の章」
　ベートーヴェン：エグモント序曲（※暗譜演奏）
料【全席指定】
　Ｓ席2,000円
　Ａ席1,000円
　※25歳以下・障がいのある方は半額
問熊本県立劇場
　☎096-363-2235

27（日） コ

FULL

BUS

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

来日55周年記念
ベンチャーズ	ジャパン・ツアー
2017

開場18：00／開演18：30／終演20：30
初来日より55周年を迎えた今年、71回目の日本ツ
アーを展開。今年の夏も日本中にベンチャーズ・サウ
ンドがこだまする！
＜演奏予定曲目＞
	ダイアモンド・ヘッド	パイプライン	 10番街の
殺人	ウォーク・ドント・ラン	雨の御堂筋	二人
の銀座	京都の恋	京都慕情	キャラバン
ハワイ・ファイブ・オー	朝日のあたる家

料【全席指定】
　	6,000円
　セット券5,500円（2枚以上購入の場合）
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） 演

 ぴあ  

ローソン  ほか

県劇

県劇

ようこそ広場へ	県劇盆踊り
開場18：00／開演18：00／終演20：00
牛深ハイヤ保存会のみなさんと一緒にハイヤ踊りや
盆踊りを楽しみましょう。
会場／熊本県立劇場	正面玄関
　※雨天時は、コンサートホール	ホワイエにて開催
ゲスト／牛深ハイヤ保存会
食べ物ブース／
　生ビール、ジュース、焼きそば、焼き鳥	など
子どもたちも楽しめるゲーム／
　スーパーボールすくい、輪投げ、射的	など
◎お楽しみ抽選会もあります！
料入場無料
問熊本県立劇場	☎096-363-2233

14（月）行くぜ	劇場探検隊2017　
～舞台の裏は、たからじま～

①11：00～／②15：00～
事前申し込み制。※応募締切：7月22日（土）必着
料参加無料
問熊本県立劇場	☎096-363-2235

9（水） 演


