
※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。

ＮＨＫ交響楽団演奏会 熊本公演
�日時 �7月12日（木）　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6,000円、A席5,000円、B席4,000円、C席3,000円
 　※車いす席（S席）をご希望の方は、ハローダイヤルまでお問い合わせください
�出演 � 指揮／ウラディーミル・フェドセーエフ
 チェロ／タチアナ・ヴァシリエヴァ
 管弦楽／ＮＨＫ交響楽団
�曲目 � ムソルグスキー（リムスキー・コルサコフ編）／交響詩「はげ山の一夜」
 チャイコフスキー／ロココ風の主題による変奏曲 作品33
 ショスタコーヴィチ／交響曲第5番 ニ短調 作品47
�主催 � ＮＨＫ熊本放送局、ＮＨＫ交響楽団
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�協賛 � 岩谷産業（株）
�問い合わせ �ハローダイヤル ☎050-5542-8600（8：00～22：00）
  　　　熊本県立劇場 ☎096-363-2233（9：00～19：00）

共催事業

NHK交響楽団

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド
蔦屋書店熊本三年坂
チケットぴあ／ローソンチケット

10：00～販売開始！
3月 17日（土）

4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

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
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3月満車予想カレンダー
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April

March
…休館日 …休館日

平成30年度	
熊本学園大学	入学式

開場9：00／開演10：00／終演11：30
問 熊本学園大学	
　☎096-364-5161

3（火）

平成30年度	
熊本大学・熊本大学大学院
入学式

開場9：30／開演10：00／終演11：30
問 熊本大学	
　☎096-342-3117

4（水）

平成30年度	
熊本高等専門学校入学式

開場9：00／開演10：00／終演11：30
問 熊本高等専門学校	
　☎0965-53-1211

5（木）

平成30年度	
九州中央リハビリテーション学院	
入学式

開場9：00／開演9：30／終演10：30
問 学校法人	立志学園
　☎096-322-2200

6（金）

平成30年度	
熊本県立大学	入学式

開場9：40／開演10：00／終演11：00
問 熊本県立大学	
　☎096-383-2929

7（土）

平成30年度	
ＪＡ共済普及推進大会

開場9：30／開演10：30／終演15：00
問ＪＡ共済連熊本	
　☎096-328-1212

20（金）

第33期	
熊日ニューウーマンカレッジ
（第1回講演会）

開場13：00／開演13：30／終演15：00
問 熊本日日新聞社	
　☎096-361-3343

21（土）

3・4月の催し物情報

東日本大震災・熊本地震	
復興支援チャリティーコンサート
第18回	お花見コンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：20
問 合唱なかま「和」・赤とんぼ合唱隊	
　☎096-372-1846（岩代）

4/1（日）

第2回	
熊本地震復興祈念コンサート	
ベートーヴェン/交響曲第9番

開場17：00／開演18：00／終演20：15
問 熊本地震復興祈念演奏会実行委員会
　☎080-9853-5598

16（月）

第19回	ピカケスタジオ	
ハワイアンフラ・
タヒチアンダンス発表会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
問ピカケスタジオ	☎096-343-1510

22（日）

KOJI	TAMAKI	PREMIUM	
SYMPHONIC	CONCERT
2018	THE	GRAND	
RENAISSANCE	
―CURTAIN	CALL―
特別公演	with	KUMAMOTO

開場17：00／開演18：00／終演20：00
問Ｍ．Ｉ．Ｏ.	☎096-288-6696
　（土日祝除く10：00～18：00）

28（土）

熊本市民吹奏楽団	
第35回定期演奏会

開場12：45／開演13：30／終演16：00
問 熊本市民吹奏楽団	
　☎090-5191-8238（大西）

29（日・祝）

熊本を音楽で応援♪
ハウス食品グループ	
ファミリーコンサート
～名作アニメを観ながら聴く、
はじめてのオーケストラ体験～

開場13：30／開演14：15／終演16：00
問 BEA	
　☎092-712-4221

8（日）

県劇

国際ソロプチミスト熊本	
女性と女児のためのチャリティー事業
ＬＥＧＥＮＤ（レジェンド）	コンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
問 国際ソロプチミスト熊本	
　☎090-2397-5488（マキノ）

30（月・振）

県劇東海大学付属
熊本星翔高等学校吹奏楽部　
第27回定期演奏会

開場16：00／開演16：30／終演19：00
＜第1部＞
クラシックステージ/
　リバティーファンファーレ、トゥーランドットより	ほか
ＯＢ・ＯＧステージ
＜第2部＞
オリジナルステージ/生徒考案・構成・演出による音楽劇
＜第3部＞
マーチングステージ/ＷＩＣＫＥＤ（ウィキッド）
料入場無料
問東海大学付属熊本星翔高等学校	
　☎096-382-1146（市原・村手・永野）

24（土） コ

熊本市立京陵中学校吹奏楽部　
第41回定期演奏会

開場17：00／開演17：30／終演19：45
 第1部：セドナ、シンフォニックバンドのためのパッサ
カリア、交響曲第1番「神曲」から昇天
 第2部：ジブリメドレー、Sing	Sing	Sing		ほか
料入場無料
問熊本市立京陵中学校	☎096-354-1316（米満）

28（水）
コ

子供アニメ映画会
開場9：30／開演10：00／終演11：35
世界名作童話	ほか7本立て
料【全席自由】900円
　※当日券のみ	※2歳から有料
問エイコウシャ	☎080-8431-3889

30（金） コ

熊本学園大学付属中学高等学校
吹奏楽部	第27回定期演奏会

開場17：30／開演18：00／終演20：30
 第1部：クラシックステージ／
　2018年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
　St.Anthony	Variations	ほか
 第2部：OB・OGステージ／
　ポップス描写曲「メイン・ストリートで」
　アルヴァマー序曲　
 第3部：ポップスステージ／
中学・高校の各学年企画や中高OB・OGの合同
バンドによる演奏

料入場無料
問熊本学園大学付属中学高等学校	
　☎096-371-2551（横井・松浦）

30（金）
コ

第28回	熊本市立必由館高等学校　
音楽会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
同窓会や本校音楽部関係の部活の日頃の成果発表。
 1.コールいてふ（同窓会）	 2.音楽部	 3.箏曲部	
 4.吹奏楽部	 5.和太鼓部
料入場無料
問熊本市立必由館高等学校	☎096-343-0236（鹿子木）

27（火）
コ

第13回	熊本高校吹奏楽部
BPコンサート

開場17：30／開演18：00／終演20：30
＜第1部＞
 2018吹コン課題曲	
シネマ・シメリック（天野正道）
ピエトロ・モンタージュ（鈴木英史）	ほか
＜第2部＞
パイレーツ・オブ・カリビアン	ほか
＜第3部＞
アレルヤ！ラウダムス・テ（Ａ・リード）
バレエ音楽「三角帽子」（Ｍ・ファリャ）
料【全席自由】400円	※当日100円高
問熊本高等学校吹奏楽部	
　☎096-371-3611（井上・本田）

25（日） コ

九州高校選抜	
GALA		CONCERT	2018	
ガラ・コンサート

開場10：30／開演11：00／終演16：00
2018年度全日本吹奏楽コンクール課題曲を代表
校が演奏します。
 出場校：福岡県立小倉高等学校（福岡）、福工大附属城
東高等学校（福岡）、精華女子高等学校（福岡）、佐賀龍谷
学園龍谷高等学校（佐賀）、活水中学校・高等学校（長崎）、
熊本県立熊本北高等学校（熊本）、八代白百合学園高等学校
（熊本）、大分県立大分商業高等学校（大分）、鹿児島県立
松陽高等学校（鹿児島）、神村学園中等部高等部（鹿児島）
料【全席自由】一般1,500円、高校生以下1,000円
問活水サービス	☎095-826-2055
　（月～金9：00～17：00）

31（土） コ

FULL

熊本県立第二高等学校吹奏楽部	
第41回定期演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：30
料入場無料
問第二高等学校吹奏楽部	
　☎096-368-4125（今村・南・江原）

21（水・祝）
コ

平成29年度
熊本県立大学卒業式・
大学院学位記授与式

開場9：50／開演10：20／終演11：45
問熊本県立大学	☎096-383-2929

3/21（水・祝） コ

FULL

平成29年度
熊本学園大学	学位記授与式

開場9：15／開演10：00／終演11：00
問熊本学園大学	☎096-364-5161

22（木） コ

FULL

平成29年度	
熊本大学卒業式・修了式

開場9：30／開演10：00／終演11：30
問熊本大学	☎096-342-3117

25（日） コ

FULL

医科新点数説明会
開場18：30／開演19：00／終演21：00
問熊本県保険医協会	☎096-385-3330

29（木） コ

FULL

平成29年度
尚絅大学･尚絅大学短期大学部卒業式

開場13：45／開演14：30／終演15：30
問尚絅大学・尚絅大学短期大学部
　☎096-362-2011

22（木） コ

FULL

平成29年度	
熊本高等専門学校	卒業式・修了式

開場9：00／開演10：00／終演11：30
問熊本高等専門学校	☎0965-53-1211

23（金） コ

FULL

医科新点数説明会
開場18：30／開演19：00／終演21：00
問熊本県保険医協会	☎096-385-3330

23（金） コ

FULL

第37回	熊本県立第一高等学校
合唱団	定期演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：45
Ⅰ.1・2年生によるアカペラステージ／
ネロ－愛された小さな犬に－（木下牧子）
生きる－2007－（新実徳英）	ほか

Ⅱ.第一高校清香会音楽教室合唱団／
　指揮：大川正敏、ピアノ：国府佳子
Ⅲ.ポピュラーステージ／
　Time	Travel	～世界ミュージカル劇場～
Ⅳ.第一高校合唱団OGステージ／
　群青（小田美樹）
　鷗（木下牧子）
Ⅴ.全学年によるステージ／
女声合唱とピアノのための『記憶する水』から遠く来て
（土田豊貴）
アンソロジーⅠー女声合唱とピアノのためのー
（三宅悠太）	ほか
　指揮：大原靖久、ピアノ：星子眞澄
料【全席自由】500円
問 第一高等学校合唱団	☎096-354-4933（大原）

26（月）
コ

フォレスタ	コンサート	in	熊本
開場13：30／開演14：00／終演16：00
美しい日本のうた、世界の名曲などを歌い継ぐ話題の男
女混成コーラスグループ「フォレスタ」が初めての熊本
公演を開催。“歌い継ぎ、語り継ぐ、たおやかな日本のここ
ろ”をテーマに、素晴らしいハーモニーをお届けします。
料【全席指定】5,500円
問九州労音	☎0952-26-2351
　（日祝以外10：00～19：00）
　ＫＡＢイベント	☎096-359-9051
　（平日10：00～17：00）

29（木） コ

FULL

BUS

第29回	
東稜高校吹奏楽部	
定期演奏会

開場17：30／開演18：00／終演20：00
問 東稜高等学校吹奏楽部	
　☎096-369-1008（薮内）

7（土）


