
※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 1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→中央消防署前→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

会場情報 12December

	 		 		 		

12月満車予想カレンダー
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FULL FULL FULL FULL FULL FULLFULL FULL FULL FULL

January
…休館日 …休館日

熊本市子ども劇場12月鑑賞会
「12の月のたき火」

開場18：00／開演18：30／終演19：50
人形劇団プークによる人形劇。
料会員制
問熊本市子ども劇場	☎096-356-9282

15（金）
演

BUCK-TICK	THE	DAY
IN	QUESTION	2017

開場17：30／開演18：00／終演20：00
ロックコンサート。
料【全席指定】7,500円	
　※3歳以上有料
問ＢＥＡ	
　☎092-712-4221

16（土） 演

仮面ライダースーパーライブ
2018

問ＫＡＢイベント	☎096-359-9051

1/6（土）

第54回	熊工定演
問 熊本工業高等学校	☎096-383-2105（山本）

7（日）

玉名女子高等学校吹奏楽部	
ニューイヤーコンサート’18

問 玉名女子高等学校吹奏楽部	
　☎0968-72-5161

14（日）

沢田	研二	ＬＩＶＥ	2018
問ＧＡＫＵＯＮ	☎0985-20-7111

14（日）

熊本県警察音楽隊	
第32回定期演奏会	
「県民ふれあいコンサート」

問 熊本県警察本部	広報県民課
　☎096-381-0110

18（木）

第69回	
熊本県高等学校連合音楽会

問 熊本県高等学校文化連盟	
　☎096-384-1551（熊本商業高校：藤本）

19（金）

熊本市民劇場
第393回例会無名塾	
『肝っ玉おっ母と子供たち』

問 熊本市民劇場	☎096-322-0500

19（金）
20（土）

第33回	
熊本県小学校合奏祭

問 熊本県小学校器楽合奏研究会
　	☎096-343-1178（碩台小学校：丸目）

20（土）
21（日）

平成29年度	第68回	
熊本県高等学校ダンス発表会

問 熊本県立翔陽高等学校	☎096-293-2055（嶋津）

21（日）

白岳新春寄席
問ＫＫＴエンタープライズ	☎096-363-6655

25（木）

第33回	合唱祭
問 熊本県小学校合唱教育研究会	
　☎096-354-0218（﨑坂）

27（土）

熊本県学校ダンス発表会
問 熊本県女子体育連盟	☎096-342-2573（坂下）

28（日）

第21回	熊本県高等学校
文化連盟吹奏楽専門部	
新人コンクール

開場9：00／開演9：30／終演18：30
熊本県高文連加盟校によるバトン、マーチング、吹奏
楽各部門のコンクール。
料入場無料	
　※未就学児は親子室利用
問熊本県高等学校文化連盟吹奏楽専門部
　☎096-384-1551
		（熊本商業高校：藤本）

21（木） コ

熊本大学体育会吹奏楽部	
創部50周年記念	
第46回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
第Ⅰ部／現役部員による吹奏楽オリジナルステージ
第Ⅱ部／ＯＢとの演奏、
														共演するウインドアンサンブル“Ｔ”の単独ステージ
第Ⅲ部／ウインドアンサンブル“Ｔ”との合同ステージ
＜曲目＞Armenian	Dance（Part1）	てぃーだ
　 　 　  アルヴァマー序曲
料入場無料
問熊本大学体育会吹奏楽部	☎080-8359-3890（内永）

23（土・祝） コ

第21回	ポロニアコンサート
開場13：00／開演13：30／終演15：30
熊本県出身の桐朋学園在学生によるコンサート。
＜曲目＞
ボエルマン／交響的変奏曲Oｐ.23
ショパン／ピアノ・ソナタ第2番「葬送」
　　　　　	変ロ短調Op.35	第1.2.4楽章、
　　　　			スケルツォ	第2番Op.31
シベリウス／ヴァイオリン協奏曲ニ短調	作品47
ミヨー／屋根の上の牛Op.58
料【全席自由】1,000円
問熊本桐朋会ポロニア事務局	☎090-2714-5907（谷脇）

FULL

24（日） コ

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

開場18：15／開演19：00／終演21：00
＜プログラム＞
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
料【全席指定】Ｓ席10,000円			（完売）
　Ａ席8,000円、Ｂ席6,000円
　※25歳以下の方（Ｕ25割）、
						障がいのある方は3,000円引き
問熊本県立劇場	☎096-363-2235

12/1（金） コ

FULL

BUS

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

熊本市民劇場第392回例会
俳優座劇場	
『十二人の怒れる男たち』

1日　開場18：00／開演18：30／終演20：45
2日　開場13：00／開演13：30／終演15：45
3日　開場13：00／開演13：30／終演15：45
作／レジナルド・ローズ
演出／西川信廣
出演／青木和宣、原康義	ほか
1人の少年の父親殺しという容疑に有罪（死刑）の
宣告を与えるか、無実の評決を提出するかの重大な
決定を下す12人の陪審員たち。決定を下すまでに激
しく議論する中、自分自身を問われる12人。
料会員制
問熊本市民劇場	
　☎096-322-0500

1（金）
～3（日）

演

FULL 2日   
以外

BUS 1日   
のみ 

学園創立45周年記念	
熊本地震復興コンサート
平成音楽大学	2017	
華麗なる音楽の祭典

開場15：30／開演16：00／終演18：00
総勢300名による音楽の祭典。
【第Ⅰ部：協奏曲】
　ピアノ協奏曲	第23番	イ長調	KV488	第1楽章
　　／W.A.モーツァルト		ほか
　第1部指揮／菊村隆史（合唱指導）
【第Ⅱ部：独唱・合唱・オーケストラ】
　合唱・オーケストラ・ソプラノ独唱のための交響詩曲
　　「伊東マンショ～時を超える祈り～」
　　※新作・日本初演		ほか
　作曲・指揮／出田敬三
　 作歌（短歌）／伊藤一彦
　 ソプラノ／テイツィアーナ・ドゥカーティ（イタリア）	ほか
料【全席自由】
　一般3,000円
		 大学生以下2,000円
問学校法人御船学園	
			平成音楽大学	
　☎096-282-0506

9（土） コ

FULL

県劇  

ほか

熊本シティオペラ協会30周年
記念公演～熊本地震復興応援～
新作オペラ「笛姫」全3幕（初演）

開場13：30／開演14：30／終演17：30
原作・台本／大江捷也
作曲／樹原孝之介
総監督／佐久間伸一
指揮／神宮	章
演出／中村敬一
キャスト／サクヤ（笛姫）：福嶋由記
　　　　　ヤイミミ：村上敏明
　　　　　ホムラ：佐久間伸一
　　　　　カゼタツ：田中大輝	ほか
合唱／熊本ヴェルディ合唱団、ＮＨＫ熊本児童合唱団
バレエ／熊本バレエ研究所
管弦楽／熊本シティフィルハーモニーオーケストラ
料【全席指定】
　ＳＳ席10,000円（限定160席）、Ｓ席8,000円
　S席ペア15,000円
　Ａ席7,000円（学生4,000円）
　Ｂ席6,000円（学生3,000円）
　※当日券は各1,000円高
　※学生は25歳以下が対象
問熊本シティオペラ協会公演事務局
　☎080-2713-5717

10（日） 演

FULL

県劇  

ローソン  ほか

熊本大学
フィルハーモニーオーケストラ	
第54回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
指揮／藤﨑	奈美
＜曲目＞
P.I.チャイコフスキー／
　スラブ行進曲、1812年、交響曲第6番「悲愴」
料【全席自由】500円
　※当日200円高
　※未就学児無料
問熊本大学フィルハーモニーオーケストラ	
　☎070-5416-3460（檜皮）

16（土） コ

県劇
ほか

ＹＵＲＩＫＯ	ＢＡＬＬＥＴ	ＳＴＵＤＩＯ　
Performance	2017

開場12：30／開演13：00／終演17：30
クリスマス・イヴの日に夢のひとときを。
＜演目＞
第1部／「テーマとヴァリエーション」	ほか
第2部／「ウエスタンシンフォニー」青木尚哉作品
　　　　	「曲線/直線」	ほか
第3部／「くるみ割り人形」～クララの夢
料【全席指定】1,000円
問ユリコバレエスタジオ	☎090-9472-2041（松浦）

24（日）
演

FULL

清塚信也	ピアノリサイタル
開場13：00／開演13：30／終演15：30
＜演奏予定曲目＞
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第17番ニ短調	
																							作品31の2≪テンペスト≫～第3楽章
ショパン／ポロネーズ第6番	変イ長調
　　　　　『英雄ポロネーズ』
清塚信也／Ｂａｂｙ，Ｇｏｄ	Ｂｌｅｓｓ	Ｙｏｕ
　　　　　	（新アレンジVｅｒ．：ＴＢＳ系金曜ドラマ
		　　　　　	『コウノドリ』メインテーマ）	ほか	
料【指定席】
　Ｓ席一般4,000円、高校生以下3,000円
　Ａ席一般3,500円、高校生以下2,500円
　【自由席】
　一般3,000円
　高校生以下2,000円
　※当日券は500円高
問大谷楽器	
　☎096-355-2248

17（日） コ

FULL

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか

 
（自由席のみ）

熊本地震復興祈念
「ガンバロークマモト」
熊本県民第九の会	第34回演奏会	
ベートーヴェン	第九

開場13：45／開演14：30／終演16：20
指揮／松井慶太
ソプラノ／藤本いくよ
アルト／清水華澄
テノール／与儀	巧
バス／佐竹敬雄
合唱／熊本県民第九の会合唱団
管弦楽／熊本交響楽団
料【指定席】4,000円
		【自由席】一般3,000円
　	　　　	高校生以下1,500円
		※当日は500円高
問熊本県民第九の会事務局	
　☎090-2851-1007（坂口）

3（日） コ

県劇  

ほか

FULL

BUS

DRUM	TAO	2017	FINAL	
ドラムロック疾風	総出演

開場18：30／開演19：00／終演20：40
「ドラムロック疾風」が更に進化して帰ってくる！！舞台
上を駆け抜ける「疾走感」、魔法のように感情を揺さ
ぶるＴＡＯ-ＢＥＡＴ、思わず感涙し口遊むような旋律。
「ＴＨＥ日本エンターテイメント」	この冬、最高にまた
熱くする！
料【全席指定】
　ＳＳ席7,700円
　Ｓ席6,700円
　車椅子席7,700円
問タオ・エンターテイメント	
　☎092-721-2015
　（平日10：00～19：00）

7（木）
演

FULL

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

6

ただたけだけ	
コンサート	Ｖｏｌ．5

問なにわコラリアーズ	
　☎080-5350-4160（板垣）

8（月・祝）

県劇

ＷＡＨＡＨＡ本舗・実験コメディー劇場	
「名もなく	貧しくもなく
美しくもなく」

問 熊本県立劇場	☎096-363-2235

27（土）

県劇

閉鎖閉鎖閉鎖

陸上自衛隊第8師団	
第42回定期演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：30
テーマ／「地域とともに～今までも今からも～」
料入場無料（要事前申込）
問陸上自衛隊第8師団	
　☎096-343-3141

8（金） コ

FULL BUS

第42回全国高等学校総合文化祭
音楽専門部	
熊本県代表選考会

開場10：00／開演10：30／終演16：30
第42回全国高等学校総合文化祭（2018信州総
文祭）の合唱部門、器楽管弦楽部門、日本音楽部
門の熊本県代表の選考会。
料入場無料
問熊本県高等学校文化連盟音楽専門部	
　☎096-368-4125（第二高校：南）

14（木）

コ

FULL

角笛シルエット劇場
開場10：00／開演10：30／終演12：00
開場13：00／開演13：30／終演15：00
影絵人形劇公演
「ごんぎつね」
「つのぶえのうた」
「赤ずきん」
料前売り1,200円	※当日300円高
問劇団角笛	☎03-3994-7624

14（木） 演

FULL

COSMIC	RECITAL	51st
開場17：00／開演17：30／終演20：50
会場一体となって楽しめるありとあらゆるＪａｚｚを皆さ
まにお届けします。第51代のスイングバンド研究部
の演奏をお楽しみください。
＜曲目＞
Ｓｔｒｉｋｅ	Ｕｐ	Ｔｈｅ	Ｂａｎｄ、Ｃ.Ｂ.Ｅｘｐｒｅｓｓ
Ｐｕｔ	it	Ｒｉｇｈｔ	Ｈｅｒｅ	ほか
料入場無料
問熊本学園大学スイングバンド研究部	
　☎090-9728-9572（中島）

17（日） 演


