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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

～公演やるなら知っておきたい～
基礎から学ぶ！著作権講座

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8月15日現在のものです

※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。

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番を演奏します。その他、ストラディヴァリウ
ス・アンサンブルの贅沢な響きやゲルギエフ×
マリインスキーの勝負曲であるベルリオーズ／
幻想交響曲も聴きどころです。
魂揺さぶる演奏をぜひお聴きください！ 

骨董通り法律事務所より著作権に詳しい福井健策弁護士をお迎えし、公演
を行ううえで必要な著作権の知識について教えていただきます。ホール関
係者や実演団体、著作権に興味のある方、どなたでもお申し込み可能です。

�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
�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
�曲目 �チャイコフスキー／弦楽セレナーデ
　　　　　　　　　　　 （ストラディヴァリウス・アンサンブル）
 　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第4番（ピアノ：デニス・マツーエフ）
 　ベルリオーズ／幻想交響曲

�日時 � 9月9日（土）　
 　開場 13：00　
 　開演 14：00
�会場 � 演劇ホール
�料金 �【指定席】S席8,640円、A席6,480円、B席5,400円
 　【自由席】3,000円
　　　　 ※小学校高学年以上からご鑑賞できます
�出演 � 野村万作、野村萬斎 ほか
�演目 � 新作狂言「なごりが原」について／笠井賢一
　　　  新作狂言「なごりが原」
 　（作：石牟礼道子、構成・脚本：笠井賢一、演出：野村萬斎）
 　／野村萬斎、深田博治、高野和憲 ほか
　　　  狂言のおはなし／野村萬斎
　　　  狂言「二人袴」（ふたりばかま）／野村万作 ほか
�主催 � 熊本「万作・萬斎の会」
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �ノマ企画 ☎083-246-6266

©V.Baranovsky

ワレリー・ゲルギエフ

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？

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
大谷楽器上通本店／蔦屋書店熊本三年坂

今月開催！

今月開催！

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。

参加者
募集！

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）

デニス・マツーエフ

マリインスキー歌劇場管弦楽団
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チケット販売中！

県劇ゼミ

フロントスタッフ講座

KUMAMOTO JAZZ 2017

ロビーや客席で観客を案内する役割であるフロントスタッフ。公演を成り
立たせるために必要なフロントスタッフのお仕事について、午前中は座
学、午後は実践で学ぶことができます。公共ホール職員が対象です。

世界的なジャズアーティストが県劇に！国内外のジャズシーンで活躍する
アーティストたちの生演奏を県立劇場コンサートホールでお楽しみください。
人気・実力ともにトップクラスのジャズピアニスト小曽根真が、相性抜群な
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、自由で洗練された音楽をぜひともご堪能ください。
「ジャズギターの神様」と呼ばれる伝説のジャズギタリスト、パット・マル
ティーノもオルガニスト、ドラマーを引き連れやってきます。他を圧倒する超
絶技巧のギターテクニックを持ち、多くのファンを魅了し続けるパットのギ
ターと、ドラム・オルガンが織りなす白熱のセッションをお見逃しなく！

県劇ゼミ

�日時 �10月28日（土）
 　開場 13：30　開演 14：00
�会場 � 大会議室

�日時 �10月8日（日）
 　開場 9：30　開演 10：00
�会場 �荒尾総合文化センター
�講師 �星乃もと子（（有）シアターマネージメントプラン代表）
�受講料 �無料

�受講料 � 500円
�定員 � 150名（事前申込制）

a)氏名 b)連絡先を明記の上、
メールまたはお電話でお申し込みください。
※定員に達し次第締め切ります

著作権講座申込方法

2017夏季狂言の会
20周年特別記念公演　
熊本「万作・萬斎の会」

小曽根真 
THE TRIO©Shino Yanagawa

パット・マルティーノ パット・ビアンキ

パット・マルティーノトリオ

カーメン・イントレ

�お申し込み・問い合わせ先
　熊本県立劇場 ☎096-363-2233　E-mail:bosyu@kengeki.or.jp

マリインスキー歌劇場管弦楽団音楽監督、ワレリー・ゲルギエフです。私は

熊本の街、そして私たちオーケストラのことをよく知る熊本の皆さんにお会

いできるのをとても楽しみにしています。今回は私のとっても大切な友人、チ

ェスキーナ洋子さんに捧げるコンサートです。彼女は熊本出身で、私たちが

熊本に来るときにはいつも一緒に来てくれました。いつもです。そんな彼女

との思い出に捧げたいと思っています。そしてまた、あの恐ろしい地震を勇

敢に耐え抜き、そして乗り越えようとしている熊本の皆さんへの支援の気持

ちをみんなで団結して伝えたいと思っています。これから先、再び同じような

ことが起きないよう望んでいます。私たちの演奏は、苦しんだ熊本の方々へ

の世界中の支援に比べれば小さなものかもしれませんが、少しでも熊本の

皆さんの心の支えになれればと願っています。もうすぐ熊本でお会いできる

のが楽しみです。

ゲルギエフ氏より熊本のみなさんに
メッセージをいただきました！
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