
※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。

�日時 � 2018年3月11日（日）
  開場 14：00　開演 14：30
�料金 �【全席自由】500円 ※中学生以下無料
�会場 � 益城町文化会館
�作・演出 � 松本眞奈美
�主催 � ましきっずサポーターず
�協働 � 益城文化会館管理運営共同企業体
 　NPO法人ななうらステーション
　　　   SASHIYORI Art Revival Connection KUMAMOTO
�協力 �（公財）熊本県立劇場、熊本演劇人協議会

2017年２月に発足した、益城町に住む子ども達の劇団「ましきっずプレイヤーず」
の公演が決定しました！「益城町や熊本の人たちを元気づけたい」といった熱い思
いを胸に集まった18名の子ども達が、本番に向けて稽古を重ねています。
県立劇場は、こころの復興支援事業「アートキャラバンくまもと」の一環として、

「ましきっずプレイヤーず」の活動を応援しています。

益城町子ども劇団「ましきっずプレイヤーず」
旗揚げ公演

「ザ・ドリームアヘッド・オブ…」

藤井ゆみ 松本眞奈美 松岡優子 政木ゆか 立迫なぎさ
劇団ゼロソー・
SARCK代表

子ども劇団の公演を通じてたくさんの笑顔の花を咲
かせたいと考えております。ご協力の程よろしくお願
い致します。

春の公演に向けて
支援してくださる方を募集しています。

オリジナルグッズを購入または販売（委託）する❷
● 缶バッヂ…300円
●クリアファイル…500円
●Tシャツ…2,000円（150・160センチ）
　　  　　 2,500円（S・M・L・XL）
※購入の際には別途送料がかかります

問い合わせ先：
ましきっずサポーターず mashikiplayers@gmail.com

１口1,000円（無制限）の寄付をする❶
ゆうちょ銀行 記号17130 番号30801341
口座名 ましきっずサポーターず

振込先

ましきっずプレイヤーず支援方法

フリーアナウンサー ダンス＆ヨガ
インストラクター

劇団市民舞台、
熊本演劇人協議会会長

NPO法人ななうら
ステーション理事長

応援！

フレー！

 フレー！

わたしたちが 
「ましきっずサポーターず」です！

主な舞台芸術公演 2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

	 		 		 		

1月満車予想カレンダー
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FULL FULLFULL FULLFULL FULL FULL FULL FULLFULL

February

閉鎖閉鎖閉鎖

…休館日1January
…休館日

仮面ライダー
スーパーライブ
2018

開場  9：30／開演10：00／終演11：30
開場13：00／開演13：30／終演15：00
開場16：30／開演17：00／終演18：30
仮面ライダービルド、そのほか歴代仮面ライダーも登
場し、迫力のバトルを繰り広げるスペシャルステージ。
（数量限定の商品購入の方には、握手会に参加す
るチャンスあり！！）
料【全席指定】
　Ｓ席3,000円
　Ａ席2,000円
　※当日500円高
　※3歳未満無料。ただし席が必要な場合は有料。
問ＫＡＢイベント	
　☎096-359-9051

1/6（土）
演

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL

平成29年度	
第68回	
熊本県高等学校ダンス発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
県内の高校生によるダンス発表会。体育の授業や
部活動において、生徒たちが創作した作品の発表。
料入場無料
問熊本県立翔陽高等学校
　☎096-293-2055（嶋津）

21（日） 演

FULL

沢田	研二	
50周年記念	ＬＩＶＥ	
2017－2018

開場15：30／開演16：00／終演18：30
2017年でついにデビュー50周年を迎えた沢田研
二。毎年恒例の正月LIVEで50周年イヤーをスタート
させ、７月から半年間かけて60カ所以上をまわる記念
ツアー。50周年に合わせて50曲を歌う。
料【全席指定】8,000円（完売）
問ＧＡＫＵＯＮ	
　☎0985-20-7111

14（日） 演

FULL

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～

開場13：30／開演14：00／終演16：00
≪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。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・
コメディー。
（演劇ホール・特設ステージ：小劇場形式舞台／定
員150人）
作・演出／喰	始
料【全席自由】2,000円
　※25歳以下、
　　障がいのある方は半額
問熊本県立劇場
　☎096-363-2233

27（土）

演

FULL

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

ただたけだけコンサート	Ｖｏｌ．5
～火の国に雪は降るのか？～

開場13：00／開演14：00／終演16：30
なにわコラリアーズは”爽やかにかっこよく”をモットー
に1993年に結成された男声合唱団です。今回、山
口・金沢・松本・京都と全国各地で好評を博したコ
ンサートを、満を持して九州・熊本で開催します。
＜演奏曲目＞
男声合唱組曲
　「北斗の海」
　「雪明りの路」
　「吹雪の街を」
賛助出演／合唱団いひゅうもん
　　　　　熊本県立第一高等学校合唱団
指揮／伊東恵司
料【全席自由】2,000円
問なにわコラリアーズ
　☎080-5350-4160（板垣）

8（月・祝）

FULL

県劇
ほか

コ

玉名女子高等学校吹奏楽部	
ニューイヤーコンサート’18

開場14：30／開演15：00／終演18：00
ゲスト（友情出演）／
		　Graham-Kapowsin	high	school	Band　
１stステージ／クラシックステージ
２ndステージ／ポップス＆ゲストステージ
３rdステージ／ステージマーチングショー
料【指定席】1,500円（県立劇場のみ取り扱い）
　【自由席】1,000円
問玉名女子高等学校
　☎0968-72-5161

14（日）

県劇
ほか

コ

FULL

第69回	
熊本県高等学校連合音楽会

開場9：00／開演10：00／終演16：00
熊本県高等学校文化連盟に加盟する各高校に所
属する高校生たちによる合唱、邦楽、吹奏楽などによ
る音楽会。
料入場無料
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） コ

第33回	
熊本県小学校合奏祭

20日　開場9：00／開演9：30／終演16：30
21日　開場8：30／開演9：00／終演16：00
熊本県内の小学生による器楽合奏の演奏会。
料入場無料
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）

FULL

コ

第54回	熊工定演
開場13：00／開演13：30／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演20：30
創部61年目を迎えた熊工吹奏楽部。毎年、県高校
総体開会式のマーチングドリル、県高校総文祭のパ
レード、えがお健康スタジアムでのマーチングフェス
ティバルなどに出演。今回の定演は、趣向を凝らした
第一部コンサートステージ、スピーディ＆パワフルな第
二部マーチングステージの二部構成。
料【全席自由】
　一般1,200円
　高校生以下500円
問熊本県立熊本工業高等学校
　☎096-383-2105（山本）

7（日）

FULL

県劇
ほか

コ

BUS 夜   
のみ 

熊本銀行	
ニューイヤーコンサート
2018

開場17：30／開演18：30／終演20：30
指揮／現田茂夫
ソプラノ／吉原圭子
管弦楽／九州交響楽団
＜曲目＞
ヨハン・シュトラウスⅡ／
　　喜歌劇「こうもり」序曲
　　ワルツ「美しく青きドナウ」ほか
料入場無料（事前申込み終了）
問熊本銀行総合企画部総務広報Ｇ
　☎096-385-1145

11（木）

FULL

コ

BUS

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」

開場18：30／開演19：00／終演21：00
子供から大人まで楽しめる吹奏楽・ステージドリルの
演奏会。
ゲスト／熊本国府高等学校吹奏楽部
				　　　福岡県警察音楽隊
料入場無料（要事前申込）
問熊本県警察本部広報県民課
　☎096-381-0110

18（木）

FULL

コ

BUS

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』

19日　開場18：00／開演18：30／終演21：20
20日　開場13：00／開演13：30／終演16：20
作／ベルトルト・ブレヒト
演出／隆	巴
出演／仲代達矢
　　　			小宮久美子	ほか
長く果てしなく続く戦争の中、幌車を曳いて軍隊につ
き従い、戦況を睨み町から町へ行商して稼ぐ女商人・
アンナ。女手一つ、三人の子どもの「肝っ玉おっ母」
として戦火を渡り歩きがむしゃらに生きる逞しさ、やが
て彼女たちを飲み込む、救いのない運命。戦争の本
質を描く。
料会員制
問熊本市民劇場
　☎096-322-0500

19（金）
20（土）

演

FULL20日   
のみ 

BUS 19日   
のみ 

白岳新春寄席
開場18：00／開演18：30／終演20：50
出演／柳家小三治
　　　　柳家喬太郎
　　　　柳家三三
料【全席指定】4,500円
　※当日は500円高
問ＫＫＴエンタープライズ
　☎096-363-6655

25（木） 演

 ぴあ  

ローソン  ほか

6BUS

第33回	合唱祭
開場9：00／開演9：20／終演16：00
熊本県下の小学生による合唱の祭典。
料入場無料
問熊本県小学校合唱教育研究会
　☎096-354-0218（﨑坂）

27（土）

FULL

コ

第60回　
熊本県学校ダンス発表会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
豊かな感性と創造性を育てる表現・ダンス。日頃の
学習成果の発表会。
料【全席自由】
　一般・大学600円
　中高生400円
　小学生300円
問熊本県女子体育連盟
　☎096-364-5161（学園大：藤塚）

28（日） 演


