
※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 10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

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
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活動支援のお願い

October
…休館日 …休館日

クマモト	ダンス	
パフォーマンス

開場10：30／開演11：00／終演16：10
熊本県内で活躍中のダンス教室及び愛好者のス
テージ。
料【全席自由】1,000円
問熊日生涯学習プラザ	
　☎096-327-3125

9/3（日） 演

4FULL

ＫＵＭＡＭＯＴＯ	ＪＡＺＺ	
２０１７

開場18：30／開演19：00／終演21：00
2002年から東京で実施されている国際ジャズフェス
ティバル「東京JAZZ」と連携し、東京JAZZ出演アー
ティストを熊本に招いてのジャズ公演。出演は人気
実力ともにトップクラスの小曽根真THE	TRIOに決
定！天才ジャズギタリスト、パット・マルティーノ率いるト
リオも熊本にやってきます。
料【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
問熊本県立劇場	☎096-363-2235

7（木） コ

BUS

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

2017夏季狂言の会
20周年特別記念公演	
熊本「万作・萬斎の会」

開場13：00／開演14：00／終演16：00
新作狂言「なごりが原」
　（作/石牟礼道子、演出/野村萬斎	ほか）
狂言のおはなし（野村萬斎）
狂言「二人袴」（野村万作、石田幸雄	ほか）
熊本という郷土を深く掘り下げることで、世界文学の
高みに達したといわれる作家石牟礼道子。水俣の大
廻りの塘（土手）を舞台とし、荒廃した自然と生きとし
生けるものへの再生の願いと折りを込め、新作狂言
「なごりが原」が書かれ、作家の豊穣な詩劇の世界
が繰り広げられる。
料【指定席】S席8,640円
　　　　　A席6,480円
　　　　　B席5,400円
　【自由席】3,000円
問ノマ企画	☎083-246-6266

9（土） 演

FULL

県劇  

ぴあ  ほか

小学3
年以下

第８音楽隊	
「第14回ふれあいコンサート」

開場13：30／開演14：00／終演16：00
＜演奏曲目＞
　  The	Cowboys	
　  Seagull	～アルトサクソフォンと吹奏楽のためのバラード
　			ほか
賛助出演／熊本中央高校吹奏楽部
料入場無料（要事前申し込み）
問第8音楽隊後援会
　☎090-5386-5593（池田）
　陸上自衛隊第8音楽隊
　☎096-343-3141（内線3921・3923）

18（月・祝） コ

FULL

州宝会	35周年記念
花柳充朱生	舞踊公演

開場11：30／開演12：00／終演17：00
古典舞踊
料【全席自由】3,500円
問州宝会	☎096-353-5748

18（月・祝）

FULL

演

ＹＵＺＵ	ＨＡＬＬ	ＴＯＵＲ	２０１７
謳おう

開場17：30／開演18：30／終演21：00
料【全席指定】8,000円
　※3歳以上有料（3歳未満膝上鑑賞可）
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

21（木）

ぴあ  ローソン  

ほか

演

FULL

平成29年度
第9回	九州合唱コンクール
（小学校部門）

開場9：30／開演10：00／終演17：00
九州各県の小学校の代表校が集結。
料【全席自由】一般1,800円、高校・大学生1,000円
　　　　　			小・中学生500円
問熊本県合唱連盟	
　☎090-2582-7787（山本）

23（土・祝）

コ

FULL

RKK熊本県小中学校
器楽合奏コンクール

問 RKK熊本放送	
　☎096-328-5525

14（土）
21（土）
22（日）

それいけ！アンパンマン
ミュージカル	
「勇気の花に歌おう♪」

問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

14（土）
15（日）

九州ハワイアン協会	第29回	
熊本地区フラフェスティバル

問 九州ハワイアン協会	
　☎096-359-3738

21（土）
22（日）

立川志の輔	
独演会　

問 KABイベント
　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

27（金）

ルーテル学院音楽会２０１７
問ルーテル学院中学高等学校
　☎096-343-3246

28（土）

熊日ストリートダンスコンテスト
２０１７

問 熊本日日新聞社	
　☎096-361-3383（切通）

28（土）

第２０回	日本太鼓ジュニア
コンクール熊本県予選

問 全九州太鼓連合熊本県支部事務局	
　☎090-8669-6315（坂口）

29（日）

TSUKEMEN	LIVE	2017　
「RECHARGE」

問ＲＭＰチケットセンター	
　☎096-273-7038（平日10：00～17：00）

15（日）

県劇

市川由紀乃	
コンサート	2017

問 鈴木企画	
　☎092-285-4864

30（月）

県劇

熊本市子ども劇場	９月鑑賞会
「このゆびとーまれ！」

開場18：30／開演19：00／終演20：00
劇団風の子九州	創立30周年記念作品「このゆび	
とーまれ！」子どもたちの遊びの中にわきおこる想像力、
それはまさに生きる力！いざ、無限島へ出発だ！
料会員制
問熊本市子ども劇場	☎096-356-9282

15（金）
演

FULL

創立70周年記念	
ＮＨＫ熊本児童合唱団	
第13回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：20
戦時中、熊本動物園で実際にあった「ごめんね、メ
リー」（原作：泉ヶ丘家庭文庫）を取り上げ、空襲に
よる動物の脱出を防ぐため殺処分せよとの命令が
下り、多くの動物たちが電殺された。語りに活躍中の
寿咲亜依さんを迎え戦争の悲惨さを歌い上げる。毎
年、好評のミュージカルは「ポカホンタス」を取り上げ、
ディズニーアニメを彷彿する豪華な舞台になると確
信します！
料【全席自由】1,000円
問NHK熊本児童合唱団
　☎090-3666-1092（春日）

17（日） コ

FULL

県劇   

ほか

熊本市民ふるさと芸能文化祭
開場10：00／開演10：30／終演16：30
熊本学園大学のギター演奏、舞踊、歌謡曲（カラオ
ケ）、大正琴演奏、フラダンス、手話ダンス	ほか、市民
の皆さんが出演。
料入場無料
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）

FULL

演

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

開場18：00／開演19：00／終演21：00
客員教授さだまさしによる
　「言霊の力、音霊の癒し」コンサート
國學院大學では、毎年度さまざまな視点から日本・世
界の文化を幅広く紹介し、発信していく文化講演会
を開催しています。本年度は國學院大學院友会熊
本県支部と協同して、熊本震災復興祈念の目的のも
と文化講演会（コンサート）を行います。被災された熊
本県のみなさまへ元気と夢をもっていただき、復興へ
の支援となれば、と願うコンサートです。
料入場無料（事前申し込み）	※申込受付終了
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）

コ

FULL

文徳高校吹奏楽部　
オータムコンサート2017

問 文徳高等学校	☎096-354-6416

10/1（日）

ふるさと熊本に届け！	
心の唄　復興への道・民謡の力

問民謡竹峰流	☎096-367-6186

1（日）

ayumi	hamasaki
『Just	the	beginning	-20-	
TOUR	2017』

問 熊本朝日放送	
　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

5（木）

熊本市民劇場第391回例会　
劇団文学座
『大空の虹を見ると私の心は躍る』

問 熊本市民劇場	☎096-322-0500

6（金）
～8（日）

アートダンスフェスティバル	
2017

問 熊本県プロダンスインストラクター協会
　☎096-381-6288（伊藤）

9（月・祝）

KODA	KUMI	LIVE	TOUR　
2017	～W	FACE～

問キョードー西日本	☎092-714-0159

10（火）

熊本市立西原中学校吹奏楽部
第30回定期演奏会

問 熊本市立西原中学校	☎096-383-6124

9（月・祝）

實川	風	ピアノリサイタル
問 大谷楽器	
　☎096-355-2248

7（土）

県劇

今藤珠美『外務大臣表彰』・
『高円宮記念日韓交流基金顕彰』
記念	日韓交流	大和楽演奏会
～三味線は海を越えて～

問 大和久子	
　☎090-3604-9002（今藤珠美）

13（金）

県劇

KMA室内合奏団	
第５回定期公演

問 熊本ミュージックアーティスト
　☎090-4983-1614（岩井）

13（金）

県劇

「平成28年熊本地震」では、熊本市、益城町を中心に県内一円で甚大な被害を
受けました。当財団では被災地の方々や子どもたちに対して、音楽や演劇などのア
ートを通した心の復興に資する事業を強化しています。皆さまのご理解、ご賛同をい
ただき、ご寄附を賜りますようお願い申し上げます。皆さまからの寄附金は、当財団
の寄附金等取扱規程に則り、当財団の文化事業に使用させていただきます。

ホームぺージをご参照ください。	http://fukkou.kengeki.or.jp/donation2016
 寄附のお申し込み方法・流れ

FULL

踊りと歌のつどい
開場11：30／開演12：00／終演16：00
カラオケや日舞を鑑賞される方や出演される方、どちら
も楽しめる１日に。
料入場無料
問踊りと歌のつどい実行委員会	
　☎096-343-4812

7（木） 演

FULL

熊本市立帯山中学校吹奏楽部	
第22回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
＜曲目＞オセロ	スケルツァンド	インテルメッツォ
　 　   A列車で行こう	ディズニーセレブレーション
　 　　  ドラゴンクエスト序曲	ラプソディーインブルー
ゲスト／岡崎耕二（東京都交響楽団首席トランペット奏者）
司会／上田アニ
料入場無料
問熊本市立帯山中学校吹奏楽部
　☎090-2507-4215（橋本）

24（日）
コ

blast	―	ブラスト！
開場18：30／開演19：00／終演21：00
ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』主題歌
演奏決定！テレビCMでもお馴染みの主題歌「どこま
でも～How	Far	I'll	Go」の演奏が「ブラスト！」ならで
はのアレンジとパフォーマンスをお楽しみください。
料【全席指定】11,000円
問キョードー西日本	
　☎092-714-0159

26（火） 演

ぴあ  ローソン  

ほか

3

民音お笑いスペシャル	豪華競演！
大爆笑！！	浅草漫才大行進

開場18：30／開演19：00／終演21：00
あのナイツを擁する浅草漫才協会が人気お笑い芸
人を引き連れ、民音のステージに大集合！会長の青
空球児を筆頭に、ベテランから若手まで豪華競演で
夢のステージをお届けします。次から次へと繰り出され
る笑いの連続に、あなたの腹筋は耐えられる？
料【全席指定】4,500円
問MIN-ON熊本	
　☎096-344-4646

27（水）
演

FULL

県劇  

ぴあ

第31回	少壮吟士吟詠	
チャリティーリサイタル

開場12：00／開演13：00／終演16：30
西日本を中心とした少壮吟士が集い、青少年吟剣詩
舞道育成基金並びにハンセン病回復者自立支援事
業としてチャリティーリサイタルを開催。熊本で初めて
の開催、企画、構成番組「日本の詩歌」では、熊本地
震により被災された皆さまへ心を込めた吟詠と剣舞・
詩舞をお届けします。
料【全席指定】5,000円
問西日本少壮吟士会実行委員会事務局
　☎090-4514-6626（向山）

30（土） 演

熊本市立錦ヶ丘中学校吹奏楽部
第18回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
曲目／「北溟の鳥の詩」（福島弘和）ほか
料入場無料
問熊本市立錦ヶ丘中学校
　☎096-368-3166（定政）

24（日）
演


