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※掲載内容は2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。

申込締切！
3月 15日（木）

佐渡裕指揮
トーンキュンストラー管弦楽団

我らがくまモン、映画と旅が大好きな黒猫の「キネコ」とタッグ
を組んで、熊本の子どもたちのために映画祭を開催！特別ゲス
トに女優の戸田恵子さんや声優の松本梨香さん（『ポケットモン
スター』サトシ役など）をお招きします。熊本地震復興支援の取
り組みとして、県民の皆さまを無料招待いたします。午前・午後
の2回公演です。

くまモン&キネコ映画祭

�日時 � 4月15日（日）
 　開場 10：45　開演 11：30
 　開場 13：45　開演 14：30
�会場 �コンサートホール
�料金 �入場無料（要入場整理券）
�プログラム �ショートフィルム上映 
  　　　小さなお子様から大人まで楽しめる作品をお届けします。
  　　　ライブ・シネマ
  　　　戸田恵子さんらによる生吹き替え上映です。
�出演 �戸田恵子、松本梨香　ほか
�主催 �くまモン&キネコ映画祭実行委員会
 　　【（公財）熊本県立劇場、熊本日日新聞社
 　　 （一社）FOR KUMAMOTO PROJECT、熊本市】
�特別協力 �キネコ国際映画祭（一般社団法人キンダー・フィルム）
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�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 ニ短調　

佐渡裕 トーンキュンストラー管弦楽団

©Takashi Iijima ©Werner Kmetitsch

SS席・A席
残りわずか！

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？

林家たい平独演会　
人気テレビ番組『笑点』でお馴染みの
林家たい平さんが美里町に登場！

トークセッション
熊本の文化力～アートが街をつくる～
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。熊本県立
劇場と熊本市民会館の連携強化を記念し、姜尚中館長、大西一史熊本市長のトーク
セッションを開催します。これからの熊本の文化について、一緒に考えてみませんか？

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

オハイエくまもと
第9回 とっておきの音楽祭

熊本県立劇場は、音楽の力で心のバリアフリーを目
指している「オハイエくまもと」の活動を応援していま
す。熊本市の街中で、心温まるステージがご覧にな
れます。どうぞ、お立ち寄りください。

�日時 � 3月18日（日）
  オープニング10：15～10：45
  ストリート演奏11：00～15：00
  フィナーレ16：00～17：30
�会場 �「熊本市現代美術館」、「花畑ひろば」
 ほか熊本市街地（予定）
�出演 �オハイエくまもと音楽隊
  プロ、アマミュージシャン約100団体
  その他特別ゲスト
�主催 � NPO法人オハイエくまもと
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �オハイエくまもと事務局
 　　　　 ☎096-325-3533

�日時 � 3月1日（木）　
  開場18：00　開演18：30
�会場 � 美里町文化交流センター ひびき
  文化ホール
�料金 �【全席指定】大人1,500円
  中学生以下1,000円
 　※未就学児入場不可
�出演 �林家たい平
�主催 �美里町文化交流センターひびき、（公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �美里町文化交流センターひびき 
　　　　　　　☎0964-48-8333

官製はがきまたはインターネットで受け付けます。
申込締切：3月15日（木）〈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）
⑥車椅子席希望の有無 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「トークセッション」係
 または〒860-0805 熊本市中央区桜町1-3 熊本市民会館「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

※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

官製はがきまたはFAX、インターネット（スマートフォン）で受け付けます。
申込締切：3月26日（月）〈必着〉

�官製はがき、FAXの場合
①代表者氏名②住所③電話番号④参加する方全員の氏名・年齢 
⑤希望公演をご記入の上、下記宛先までお送りください。
【宛先】〒860-8506 熊本市中央区世安町172
熊日業務推進局「くまモン＆キネコ映画祭」係
FAX：096-372-8711

�インターネットの場合
　以下のURL、またはQRコードより応募サイトにアクセスし、
　お申し込みください。  https://kumanichi.com/forms/kineko

申込方法

※お申し込みいただいた個人情報は、本事業関連の確認・連絡・資料配送のみに
　使用いたします

申込受付開始！
2月 26日（月）

今月開催！ 今月開催！

戸田恵子

林家たい平
本狂言「棒縛」

松本梨香

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド／美里町文化交流センターひびき
美里町総合体育館／元気の森かじか／B＆G砥用海洋センター

狂言を楽しむ会 天草市公演
本狂言「棒縛（ぼうしばり）」
「柿山伏（かきやまぶし）」を二
作上演します。本狂言の前には
解説があるので初めての方も
安心です。狂言体験コーナーも
あります。

�日時 � 3月4日（日）　
  開場13：30　開演14：00
�会場 �天草市牛深総合センター
�料金 �【全席自由】 一般1,000円、高校生以下 無料
 　※高校生以下(3歳以上)無料の場合でも、入場券は必要となります
�出演 �野村万禄、吉住講、吉良博靖、杉山俊広
�主催 �牛深総合センター（指定管理者：（一社）天草市芸術文化協会）
 （公財）熊本県立劇場
�お問い合わせ �牛深総合センター 
 　　　 ☎0969-73-4191

プレイガイド
牛深総合センター

応援して
います！

姜尚中館長 大西一史熊本市長

第8回とっておきの音楽祭フィナーレ
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