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チェスキーナ洋子メモリアル
ワレリー・ゲルギエフ指揮　
マリインスキー歌劇場管弦楽団

協賛
熊本県立劇場では、児童養護施設の子どもたちに生の舞
台を鑑賞していただく、子ども招待制度「ぴっころシート」
事業を実施しています。

このマークが付いている公演は、
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等
活性化事業です。

※掲載内容は7月15日現在のものです

KUMAMOTO JAZZ 2017

国内最大級のジャズフェスティバル「東京JAZZ」から、世界的なジャズ
アーティストが熊本に！小曽根真 THE TRIO、パット・マルティーノトリオ
の豪華ラインアップでお届けします。日本が世界に誇るジャズピアニスト、
小曽根真が実力派ドラマーとベーシストを率いる小曽根真 THE TRIO。
10年ぶりに再結成したトリオの息の合った演奏をお楽しみください！
また、天才ジャズギタリスト、パット・マルティーノの「超絶技巧」と称される
テクニックも見逃せません。ギター、オルガン、ドラムが繰り広げる贅沢な
パフォーマンスをぜひご覧ください！

プレイガイド
熊本県立劇場
熊日プレイガイド
チケットぴあ
ローソンチケット
オフィス・ムジカ
チケットドコサ？

�日時 �９月7日（木）　開場 18：30　開演 19：00
�会場 �コンサートホール
�料金 �【全席指定】SS席5,000円、S席4,000円、
　　　　　　　　A席3,000円、B席2,000円
  　　　　　　　※25歳以下、障がいのある方は半額
�出演 �【小曽根真 THE TRIO】
　　　   小曽根真（p）、ジェームス・ジーナス（b）、クラレンス・ペン（ds）
　　　   【パット・マルティーノトリオ】
　　　   パット・マルティーノ（g）、パット・ビアンキ（ハモンドB3）
　　　   カーメン・イントレ（ds） 小曽根真 THE TRIO

パット・マルティーノトリオ
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パット・マルティーノ

カーメン・イントレ

パット・ビアンキ

チケット販売中！

三遊亭好楽落語会

プレイガイド
水俣市総合もやい直しセンターもやい館
生活協同組合くまもと水光社本店／ブックシティー一心堂

※割引チケットの取り扱いについては、各プレイガイドにご確認ください。

今年もやります、県劇盆踊り！
牛深ハイヤ保存会をゲストに、ハイヤ踊りや盆踊りで
夏のひとときを楽しみましょう。食べ物ブースのほか、
輪投げや射的などを楽しめるゲームコーナーもご用意
しています。姜館長はじめ、スタッフ一同皆さまのお越
しをお待ちしています！

�日時 � 8月14日（月）　
　　　  18：00～20：00（予定）
�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実施）
�ゲスト �牛深ハイヤ保存会

※お楽しみ抽選会もあります

「笑点」でお馴染みの三遊亭好楽さんが、
笑いを届けに水俣へやってきます！

�日時 � 9月9日（土）　開場 13：30　開演 14：00
�会場 � 水俣市文化会館
�料金 �【全席指定】1,000円 ※未就学児入場不可
�出演 �三遊亭好楽、三遊亭好吉　ほか
�主催 �（公財）水俣市振興公社、（公財）熊本県立劇場
�問い合わせ �もやい館 ☎0966-62-3120

ようこそ広場へ 県劇盆踊り宮本亜門演出ミュージカル
「ピノキオ ～または白雪姫の悲劇～」
�日時 � 8月18日（金）　
　　　  開場 13：30　開演 14：00
�会場 � 演劇ホール

チケットは完売しました。
※当日券の販売はありません

世界トップクラスの指揮者であるワレリー・ゲルギエフが率いる
マリインスキー歌劇場管弦楽団の3年ぶりとなる熊本公演！第
11回チャイコフスキー国際コンクール優勝のデニス・マツーエ
フをソリストに迎え、ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第4番などの
名曲を演奏します。情熱あふれる演奏をぜひお聴きください！ 

�日時 �12月1日（金）　開場 18：15　開演 19：00
�会場 �コンサートホール
�料金 �【全席指定】S席10,000円、A席8,000円、B席6,000円
　　　　 ※25歳以下、障がいのある方は3,000円引き
　　　　 ※チケット発売初日は窓口販売9:00～、電話・HP予約開始13：00～
　　　　 ※発売初日の窓口販売はお１人様4枚までとさせていただきます
�出演 � 指揮／ワレリー・ゲルギエフ（芸術総監督・首席指揮者）
　　　   ピアノ独奏／デニス・マツーエフ
　　　   管弦楽／マリインスキー歌劇場管弦楽団

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
チケットぴあ／ローソンチケット
オフィス・ムジカ／チケットドコサ？
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ワレリー・ゲルギエフ

デニス・
マツーエフ

「ヤマカズが贈る 新・オーケストラ」の関連企画として、芸術監督の山
田和樹氏による指揮法講座（基礎編・応用編）を開講します。
講座の目玉は、なんといっても横浜シンフォニエッタによる応用編。プロの
オーケストラをモデルとした指揮講習は全国でもあまり例がありません。
受講は締め切りましたが、聴講は引き続き受付中です。山田和樹＆横
浜シンフォニエッタと受講生の真剣勝負をお見逃しなく！

【山田和樹による指揮法講座】
�基礎編（ピアノによる講習）� 8/6（日）13：00～17：00
�応用編（ピアノ・オーケストラによる講習）� 8/25（金）13：00～17：00
  （オーケストラ講習は15：00からの予定）
�講師 � 山田和樹　�会場 � 熊本県立劇場コンサートホール
�聴講料 � 各回500円（入退出は自由です）
�申込方法 � 必要事項を明記し、メールまたはお電話でお申し込みください。
　　　　　　必要事項：①氏名 ②年齢 ③電話番号

超レア！？プロオーケストラによる指揮法講座

チケット発売！
8月 4日（金）

今月開催！

お申し込み
お問い合わせ先

〒862-0971　熊本市中央区大江2-7-1
熊本県立劇場「指揮法講座」係
☎096-363-2235　E-mail：bosyu@kengeki.or.jp

関連企画

三遊亭好楽

昨年の盆踊りの様子
ネットワーク事業

©西野正将

世界のクラシック音楽・
文化芸術振興に多大な貢献を
果たした故チェスキーナ洋子さん

（熊本県出身）は、2007年から4回にわ
たって「ワレリー・ゲルギエフ指揮マリイ
ンスキー歌劇場管弦楽団」熊本公演を
ご支援くださいました。本公演はこれま
でのご支援への感謝の意を込め、
「チェスキーナ洋子メモリアル」

を冠しています。

プレイガイド
熊本県立劇場
熊日プレイガイド
チケットぴあ
ローソンチケット
オフィス・ムジカ
チケットドコサ？

�日時 �8月27日（日）　開場 14：00　開演 15：00
�会場 �コンサートホール
�料金 �【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
�曲目 �

【ゲストステージ】
�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
�出田敬三／マリンバ協奏曲  ＊第59回芸文祭オープニングステージ委嘱作品
　指揮／山田和樹　マリンバ独奏／出田りあ　管弦楽／横浜シンフォニエッタ
【オーケストラと日本舞踊のコラボレーション】
�ラヴェル／「ダフニスとクロエ」第2組曲
　指揮／山田和樹　舞踊／藤間豊大郎、花柳基　管弦楽／芸文祭オーケストラ
【芸文祭こどもオーケストラのステージ】
�森田花央里／弦楽合奏曲「くまモンといっしょ」
�アンダーソン／プリンク・プランク・プルンク
�チャイコフスキー／「弦楽セレナーデ」より第4楽章
　指揮／山田和樹　弦楽合奏／芸文祭こどもオーケストラ
【大曲「千人の交響曲」に挑む】
�マーラー／交響曲第8番より第1部
　指揮／山田和樹　ソプラノ／佐々木典子、田崎尚美　
　アルト／清水華澄、高橋華子　テノール／西村悟　バリトン／小森輝彦
　バス／妻屋秀和　合唱／芸文祭合唱団、九響合唱団
　管弦楽／芸文祭オーケストラ、横浜シンフォニエッタ

2015年度から世界的指揮者の山田和樹さんを芸術監督に迎え取り組んで
いる熊本県芸術文化祭オープニングステージ。今年度は３年間の集大成と
して、「新・オーケストラ」をテーマに実施します。

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」 今月開催！

山田和樹©Marco Borggreve

©EugenyEvtyukhov

参加
無料！

浴衣推奨！
K U M A M O T O

P R E F E C T U R A L

T H E A T E R

L E A F L E T

“ F O Y E R ”


