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熊本県立劇場広報誌
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※掲載内容は11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。

国内外で活躍する3組9人の個性溢
れる邦楽演奏家が一同に会し、演奏
会を行います。和楽器の奏でるしら
べをお楽しみください。熊本で活動
する「熊本箏演奏者協会」所属の有
志6人が共演します。 12

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。

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！ 

�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：3,000円引き、障がいのある方：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
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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？

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。

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

マリインスキー歌劇場管弦楽団
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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」
～最強じゃない２人～

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

�日時 � 2018年1月27日（土）　開場 13：30　開演 14：00
�会場 �演劇ホール 特設ステージ（小劇場形式舞台）［定員 150人］
�料金 �【全席自由】2,000円　　　　　　　25歳以下：半額、障がいのある方：半額
�作・演出 �喰始
�出演 �大橋ひろえ、大窪みこえ

《演劇》の新革命！！ろう者の女優・大橋ひろえと、健常者の女優・大窪みこえに
よる二人芝居。大橋は手話で大窪は言葉で、会話を繰り広げ、お客さんも、どん
なことを言っているのかを推理しながら舞台は展開していきます。この、お客さ
んに優しくない芝居は、けんかあり、笑いあり、涙あり、最後には感動あり。ワハ
ハ本舗ならではの笑いをふんだんに取り入れたヒューマン・コメディです。

�日時 �12月3日（日）　開場 13：45　開演 14：30
�会場 �コンサートホール
�料金 �【指定席】一般4,000円
　　　  【自由席】一般3,000円、高校生以下1,500円
 　 ※当日券は500円UPとなります
�出演 � 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、バリトン／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
�曲目 � ベートーヴェン／序曲「コリオラン」
 　ベートーヴェン／交響曲第9番 ニ短調
　　　　　　　　　　 作品125「合唱付き」　
�主催 � 熊本県民第九の会、熊本県文化協会
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �熊本県民第九の会事務局　
　　　　　　  ☎090-2851-1007

�日時 �12月23日（土・祝）
　　  　開場 10：30　開演 11：00
�会場 � 清和文楽館
�料金 � 3,000円（食事付4,300円） ※予約制
�演目 � 第一部「三味線連弾」淡路人形座・清和文楽
　　　　　　  「戎舞」淡路人形座
　　　　　　  「日高川入相花王 渡し場の段」淡路人形座・清和文楽
　　　  第二部「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」清和文楽
　　　　　　  「玉藻前曦袂 神泉苑の段」淡路人形座
　　　　　　  「玉藻前曦袂 狐七化けの段」淡路人形座
�主催 �清和文楽人形芝居保存会、一般財団法人清和文楽の里協会
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ � 清和文楽館 ☎0967-82-3001

日本を代表する伝統芸能のひとつ「文楽」。
今回ははるばる兵庫より淡路人形座を招い
て清和文楽とジョイント公演を行います。
山都町、そして淡路島で脈 と々受け継がれ
てきた文楽の魅力を体感してみませんか。

チケット販売中！

邦楽地域活性化事業
邦楽ガラコンサート

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
チケットドコサ？

プレイガイド
清和文楽館

�日時 � 2018年2月4日（日）　
 　開場 13：30　開演 14：00
�会場 � 熊本市男女共同参画センターはあもにい 
　　　   メインホール
�料金 �【全席自由】1,000円
 　　　　　　　25歳以下：半額、障がいのある方：半額
�出演 � 神令（尺八）、本間貴士（箏）、渡部祐子（箏）
　　　  青木琳道（尺八）、澄川武史（横笛）、田嶋謙一（尺八）
　　　  多田彩子（箏）、田辺しおり（尺八）
　　　　本田浩平（津軽三味線）　ほか
�曲目 � 本間貴士作曲「鵲の橋～ゆきあひの～」
　　　 三木稔作曲　三本の尺八のための「ソネット」
　　　 山本邦山作曲「紫苑」
�共催 �（一財）地域創造
�協力 � 熊本箏演奏者協会

熊本県民第九の会
第34回 ベートーヴェン「第九」

共催事業

熊本地震復興支援
淡路人形座・清和文楽ジョイント公演

共催事業
今月開催！

今月開催！

過去の公演の様子
（左：大窪みこえ、右：大橋ひろえ）

今月開催！

チケット販売中！

プレイ
ガイド

熊本県立劇場／熊日プレイガイド／大谷楽器上通本店
西野楽器店／蔦屋書店熊本三年坂

支援の対象となる公演
支援の対象となる公演は下記のいずれにも該当する公演です。
1.平成30年4月1日から平成31年3月31日までに熊本県立劇場で行われ、熊本県立劇場
から使用許可を受けている公演
2.県内の文化団体・サークル等が主催し、広く県民の鑑賞を目的とした有料の公演で、熊本
県立劇場のコンサートホール又は演劇ホールの特性を十分に活かすことのできる音楽・
舞踊・演劇等の公演

支援の対象とならない事業
前項の規定にかかわらず、次の各項目のいずれかに該当するものは、対象としません。
1.プロの芸術家個人または団体による興行もしくはリサイタル等
2.政治的または宗教的な普及宣伝活動と認められる公演
3.特定の企業の広報・宣伝活動を伴う公演
4.チャリティー事業等で寄付等を伴う公演
5.学校関連行事やカルチャー教室等による内部の発表会的な公演で、広く県民の鑑賞を
目的としない無料の公演
6.本事業に3年連続で採択された団体による公演
7.その他、内容がふさわしくないと認められる公演

支援内容
1.公演本番当日（1日分）の熊本県立劇場ホール使用料相当額（限度額30万円、附属設
備使用料を除く）の助成。ただし、公演終了後に提出される公演実績報告書に基づき、
収支が黒字の場合は、助成額の減額や取り消しとなる場合があります。
2.（公財）熊本県立劇場広報媒体による公演の周知広報

申請方法
熊本県立劇場１Ｆ事務所に置いてある支援事業申請書に必要事項を記入の上、持参または
郵送にてご提出ください。申請書は、県立劇場ホームページからもダウンロードできます。詳しく
は、ホームページをご覧ください。　http://www.kengeki.or.jp

申請期間
平成29年12月8日（金）～12月28日（木）（消印有効）
※持参の場合は最終日の午後7時までに１Ｆ事務所までお持ちください。

平成30年度 文化活動支援事業対象公演募集のお知らせ

熊本県立劇場で上演される公演を助成します。
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