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※掲載内容は1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。

2018年5月、熊本に初登場するトーンキュンストラー管
弦楽団。15年9月に佐渡裕が音楽監督に就任、本場
ウィーンでその実力が認められ、今世界中の注目が集
まっているオーケストラです。
巨匠レナード・バーンスタインの生誕100年を祝し、最後の
愛弟子佐渡裕が贈る珠玉のプログラムをおおくりします。

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。

アートキャラバンくまもと×こころのビタミンプロジェクトin菊陽
佐渡裕&スーパーキッズ・オーケストラ2018

申込受付開始！
2月 1日（木）

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？

佐渡裕指揮
トーンキュンストラー管弦楽団

本公演委嘱作、川崎絵都夫作曲「遙かなる道」を世界初演。
楽器間の掛け合いや和音の積み重ね、旋律やリズムの絡みが散りば
められた曲です。邦楽器ならではの魅力が詰まった軽快で華やかな
アンサンブルをお楽しみください。

邦楽地域活性化事業
邦楽ガラコンサート

�日時 �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
�曲目 �「鵲の橋～ゆきあひの～」 
 　作曲／本間貴士　演奏／本間貴士、澄川武史、多田彩子

 三本の尺八のための「ソネット」 
 　作曲／三木稔　演奏／神令、田嶋謙一、青木琳道

 「紫苑」
 　作曲／山本邦山　演奏／渡部祐子、田辺しおり

 「津軽じょんがら節」
 　演奏／本田浩平

 委嘱合奏曲「遙かなる道」
　　　 （邦楽地域活性化事業邦楽ガラコンサート委嘱曲）
 　作曲／川崎絵都夫
 　演奏／上記9名のほか熊本箏演奏者協会に所属する有志7名

�共催 �（一財）地域創造
�協力 � 熊本箏演奏者協会

2
�日時 �5月13日（日）
 　開場 14：15　開演 15：00
�会場 �コンサートホール
�料金 �【全席指定】SS席12,000円、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
 　※未就学児の入場はご遠慮ください（託児サービスあり・有料）
�出演 � 指揮／佐渡裕
 　管弦楽／トーンキュンストラー管弦楽団
�曲目 �バーンスタイン／交響組曲「波止場」
   バーンスタイン／ウエスト・サイド・ストーリーより「シンフォニック・ダンス」
 　ショスタコーヴィチ／交響曲第5番　

佐渡裕 トーンキュンストラー管弦楽団

©Takashi Iijima ©Werner Kmetitsch

チケット販売中！

 　　　　中世に端を発したとされる私たちの尺

八音楽の中心にあるのは「祈り」であり、言葉では

語りつくせないものを表現してきました。熊本の歴

史と未来に向けた尊敬と希望の念を込め、渾身の

息の音楽を奏でたいと思います。

　　　　　　 和楽器と云うと堅苦しいイメージ

があるかも知れません。和楽器はそれぞれ異なっ

た伝統の曲がありますが、それはその時代では最

先端のものだったのではないでしょうか？私達が

奏でる伝統と最先端をぜひお聴きください。

　　　　　　　「一人では困難でも皆で力を合わせれ

ば大きな力になる」そんな想いでこの度の演奏会を迎

えたいと思っております。私の地元熊本の皆さまと共演

出来ますこと、とても嬉しく、また色とりどりの音楽で想

いを形に出来るよう精一杯演奏させていただきます。

演奏家のみなさんに
今回の聴きどころをうかがいました！

©Takashi Matsuda

渡部祐子さん

本間貴士さん

神令さん

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
オフィス・ムジカ／チケットぴあ
ローソンチケット／チケットドコサ？

世界的指揮者・佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラが2018年も熊本にやってくる！
大規模災害の被災地の方々の心の復興を願い「こころのビタミン」を届ける活動をして
いる佐渡裕&スーパーキッズ・オーケストラ。2016年、2017年に続き、3年連続の熊本
訪問です。県立劇場が実施するこころの復興支援事業
「アートキャラバンくまもと」の一環として実施します。

清和文楽宇土公演
「雪おんな」

小泉八雲の原作をもとにした清和文楽オリジナル
演目「雪おんな」を上演します。美しい妻お雪が恐ろ
しい雪おんなへと変わる場面は見どころです。この
季節にぴったりの演目を是非お楽しみください。
※今回の公演は、宇土市民会館で開催される「第二
回地域伝統芸能祭」の一部です。

�日時 � 3月29日（木）
  昼公演　開場15：30　開演16：00
  夜公演　開場18：00　開演18：30
�会場 � 菊陽町図書館ホール
�料金 �【全席自由】入場無料  ※ただし、入場整理券が必要です
�主催 �（公財）熊本県立劇場、菊陽町教育委員会（菊陽町図書館ホール）、 兵庫県立芸術文化センター
�お問い合わせ �熊本県立劇場 ☎096-363-2233　
 　　　 菊陽町図書館ホール ☎096-232-7756

大西市長×ゲスト×姜館長トークセッション
「文化における県市連携（仮）」
来年度より、熊本県立劇場は熊本市民会館の自主文化事業を受託
制作することになりました。これからますます、県と市が協力して熊
本の舞台芸術振興に取り組んでいくことになります。熊本県立劇場
と熊本市民会館の連携強化を記念し、大西一史熊本市長、姜尚中
館長とゲストのトークセッションを開催します。ゲストは近日中に熊
本県立劇場のホームページでお知らせします！

�日時 � 4月7日（土）　開場13：30　開演14：00
�会場 �熊本市民会館シアーズホーム夢ホール
�料金 �【全席自由】入場無料（要事前申し込み）
�主催 �（公財）熊本県立劇場、 （一財）熊本市社会教育振興事業団
�お問い合わせ �熊本県立劇場 ☎096-363-2233

�日時 � 2月4日（日）　開場12：30　開演13：00
�会場 �宇土市民会館 大会議室
�料金 �【全席自由】無料  ※先着200名限定
�演目 �「雪おんな」
�主催 �宇土市、宇土市教育委員会
  NPO法人宇土の文化を考える市民の会
 （公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �宇土市民会館
　　　　　　　☎0964-22-0188

官製はがきまたはインターネットで受け付けます。
受付期間：1月16日（火）～2月16日（金）〈必着〉
�官製はがきの場合
官製はがきに①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤希望
枚数（最大2枚）⑥希望公演（昼公演または夜公演）をご記入の上、下記宛先
までお送りください。
【宛先】〒869-1102 菊陽町原水1438-1菊陽町図書館ホール
�インターネットの場合
　熊本県立劇場公式ホームページの申込フォームからお申し込みください。

入場整理券申込方法

官製はがきまたはインターネットで受け付けます。
受付期間：2月1日（木）～3月9日（金）〈必着〉
�官製はがきの場合
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤希望枚数
（最大4枚）をご記入の上、下記宛先までお送りください。
【宛先】〒862-0971 熊本市中央区大江2-7-1
　熊本県立劇場「大西市長×姜館長 トークセッション」係
�インターネットの場合
　熊本県立劇場公式ホームページの申込フォームからお申し込みください。

申込方法

スーパーキッズ・オーケストラ

姜尚中館長

※お申し込みは、お１人様１回までです ※希望者多数の場合は抽選となります ※お申し込み
後、ご当選された方には入場整理券を送付いたします ※抽選結果のお問い合わせはご遠慮
ください ※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のみに使用します

平成29年5月、熊本県と熊本市が「熊本県と熊本市との連携による文化芸

術の振興に関わる覚書」を締結しました。これを受け熊本県立劇場は平成

30年4月から熊本市民会館の指定管理者となる（一財）熊本市社会教育振

興事業団より指定管理業務の一部（文化事業）を受託することになりました。

大西一史熊本市長

申込締切！
2月 16日（金）

※お申し込みは、お１人様１回までです ※希望者多数の場合は抽選となります ※お申し込
み後、ご当選された方には入場整理券を送付いたします ※抽選結果のお問い合わせはご
遠慮ください ※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のみに使用します

今月開催！
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