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4月満車予想カレンダー
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FULLFULL FULL FULL FULL FULLFULL

May
…休館日

April

…休館日

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
料 関係者
問ＪＡ共済連熊本 ☎096-328-1212

20（金） コ

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
ハワイアンフラとタヒチアンダンスの発表。
料 入場無料
問ピカケスタジオ ☎096-343-1510

22（日） コ

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
＜曲目＞
 祝典のための音楽 
 2018年吹奏楽コンクール課題曲より 
 富士山～北斎の版画に触発されて 
 合唱との共演／交響組曲「GR」よりシンフォニック
　セレクション 
 映画音楽 ほか
料【全席自由】
　一般・大学生1,000円、
　中・高生500円 
　※小学生以下無料
問 熊本市民吹奏楽団
　☎090-5191-8238（大西）

29（日） コ

第２9回	熊本北高等学校
吹奏楽部定期演奏会

開場16：30／開演17：00／終演19：00
問 熊本北高等学校吹奏楽部 
　☎096-338-1110

5/3（木・祝）

熊本県立済々黌高校
吹奏楽部
第４1回定期演奏会

開場12：30／開演13：00／終演16：00
問 熊本県立済々黌高等学校吹奏楽部 
　☎090-3798-9640（奥田）

6（日）

民生委員制度創設100周年記念　
熊本県・熊本市
民生委員児童委員大会

開場9：30／開演10：30／終演15：30
問 熊本県民生委員児童委員協議会事務局 
　☎096-324-5470

15（火）

表千家同門会総会並びに
一般講習会

開場9：00／開演10：00／終演15：00
問 表千家同門会 熊本県支部
　☎096-379-2520（本田）

18（金）
19（土）

平成31年3月
新規学校卒業者対象
求人説明会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
問 熊本ヤングハローワーク ☎096-385-8240

25（金）

九州音楽コンクール
第２０回記念「受賞者コンサート」

開場13：00／開演13：30／終演未定
問 九州音楽コンクール実行委員会 
　☎096-282-0506

26（土）

第11回	熊本循環器市民公開講座
開場13：00／開演13：30／終演16：00
問 熊本放送 ☎096-328-5623

27（日）

第105回　
熊本交響楽団定期演奏会

開場17：15／開演18：00／終演20：30
問 熊本交響楽団 
　☎090-4772-9090

20（日）

県劇

佐渡裕指揮　
トーンキュンストラー管弦楽団

開場14：15／開演15：00／終演17：00
問 熊本県立劇場 ☎096-363-2235

13（日）

県劇

蓑毛富子	
ピアノリサイタル

開場12：45／開演13：30／終演15：30
問 ホープネットワーク 
　☎090-3493-7096（上村）

12（土）

県劇

Ｍｕｓｉｃ	Ｌａｎｄ	2018	
～pops×classicｓ	
festival～

開場18：15／開演19：00／終演21：00
問 Ｍ．Ｉ．Ｏ． ☎096-288-6696
　（10：00～18：00土日祝除く）

11（金）

県劇

熊本ウインドオーケストラ　
第30回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
問 熊本ウインドオーケストラ 
　☎096-223-2090（山口） 県劇

5（土・祝）

熊工ＯＢウインドアンサンブル　
グリーンコンサート2018

開場17：30／開演18：00／終演20：30
問 熊工ＯＢウインドアンサンブル 
　☎096-379-9708（土山）

4（金・祝）

県劇

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
♪コーラスと独唱の楽しい音楽会♪♪ 
 指揮・ソプラノ／岩代千加子
ピアノ／加茂光信
 司会・テノール／岩代和武（客演） 
 出演／合唱なかま「和」、赤とんぼ合唱隊 
 賛助出演／天使の園保育園、
   藤山ダンススタジオチアリーディングチーム「ＳＴＡＲＳ」
 曲目／ナイショ話、里の秋、火の国旅情、
　　　  どうぶつメドレー、夜明けのうた　ほか
料 入場無料
問 岩代千加子 ☎096-372-1846

4/1（日） コ

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
料 関係者
問 学校法人立志学園 ☎096-322-2200

6（金） コ

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
料 関係者
問 熊本県立大学 ☎096-383-2929

7（土） コ

平成30年度	
熊本学園大学	
入学式

開場9：15／開演10：00／終演11：30
料 関係者
問 熊本学園大学 ☎096-364-5161

3（火） コ

FULL

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
料 関係者
問 熊本大学 ☎096-342-3117

4（水） コ

FULL

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
料 関係者
問 熊本高等専門学校 ☎0965-53-1211

5（木） コ

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
幼い頃から本物の音楽に触れることで、心豊かな人
間に成長してもらいたいという願い を込めたオーケス
トラ・コンサート。
 指揮／竹本泰蔵 
 管弦楽／九州交響楽団　 　　　　　 
ヴァイオリン／吉田恭子 
 司会／原田知恵 
【第１部】「踊る仔猫」、「チャールダーシュ」、
　「美しく青きドナウ」 ほか
【第2部】映像付きコンサート
　ディズニー「ファンタジア」より「ロード・ランナーと
　ワイリー・コヨーテ」、「トムとジェリー」
料【全席指定】Ｓ席3,000円
　Ａ席2,000円、Ｂ席1,000円
問ＢＥＡ ☎092-712-4221 
　（月～金曜11：00～18：00
　  第2・第4土曜11：00～15：00）

8（日） コ

FULL 4

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか 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
2018年春、新しいオーケストラ作品とともに待望の
再演、“CURTAIN CALL”が始動する。季節はめぐ
り、いよいよ今春、待望の玉置浩二×オーケストラに
よる初の熊本公演が実現。
 指揮／山下一史 
 管弦楽／九州交響楽団 
 合唱／ＮＨＫ熊本児童合唱団
料【全席指定】特別料金5,000円（予定枚数終了しました）
　※特典ＤＶＤ＆特製プログラム付き
問 Ｍ．Ｉ．Ｏ． ☎096-288-6696
   （10：00～18：00土日祝除く）

28（土） コ

FULL BUS

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）
コンサートツアー2018	
熊本公演
Ｌａｓｐｅｒａｎｚａ～希望へ～

開場13：30／開演14：00／終演16：00
オペラ界から生まれたスーパーコーラスグループ

“LEGEND”（レジェンド）。ダイナミックな五重唱と
究極のアンサンブルで多くのファンを魅了し続けてい
る。熊本公演は4回目。
＜曲目＞
 希望（新曲） 
 海の声 
レジェンドの東京節 
シエリトリンド 
 歌劇『カルメン』より「闘牛士の歌」 ほか
料【指定席】5,000円（熊本県立劇場のみ取り扱い） 
　【自由席】3,000円
問 国際ソロプチミスト熊本 
　☎090-2397-5488（マキノ）

30（月・祝） コ

FULL

県劇  

ほか

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

会場情報

4・5月の催し物情報
大会議室大

※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物もありますのでご了承ください。

くまもと復興映画祭連携事業　　
くまモン＆キネコ	映画祭

開場10：45／開演11：30　
開場13：45／開演14：30
小さなお子さまも楽しめる映画から、人気アニメまで
豪華なラインナップ！
 Special guests／戸田恵子、松本梨香
料 入場無料（要入場整理券）
問 熊日業務推進局「くまモン＆キネコ映画祭」係
　☎096-361-3344（平日9：30～17：30） 

15（日） コ

日本吟声流	
新師範披露吟詠大会

開場9：30／開演10：00／終演20：00
料 入場無料
問日本吟声流総本部
　☎096-369-6530（山中）

29（日） 大

お問い合わせ／M.I.O. 096-288-6696 （平日10：00～18：00） http://www.q-q-mio.jp

出演：八神純子、タケカワユキヒデ（ゴダイゴ）、杏里、May J.
指揮：栁澤寿男 演奏：Music Land Special ensemble
合唱：KCC KCクワイヤー

熊本県立劇場コンサートホール5/11（金）19:00~

※未就学児童は入場不可

2016年公演より

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
【第1部】熊本の未来を担う子供と若きアーティスト 　　　　　　 
  「オーケストラとの共演～才能の芽を咲かせよう」
　木﨑春菜（一般）、磨 椋平（大1）、古荘瑛大（小5） 
【第2部】ベートーヴェン/交響曲第9番ニ短調op.125               
指揮／広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼
ミュージック・アドヴァイザー）
<ソリスト>
ソプラノ／高橋絵理、メゾソプラノ／清水華澄、テノー
ル／城 宏憲、バリトン／甲斐栄次郎
オーケストラ／九州交響楽団を中心に全国のプロ、
熊本の音楽家で編成
合唱／九州の有志
料【全席指定】Ｓ席6,000円、Ａ席5,000円 
　Ｂ席3,000円、Ｃ席2,000円
問 熊本地震復興祈念演奏会実行委員会 
　☎080-9853-5598

16（月）
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
【第1部】吹奏楽オリジナル曲ステージ
　　　　 （2018年コンクール課題曲など）
【第2部】ポップスステージ
 　　　　 （国内外で近年流行しているポップスやジャズなど）
※開演前にウェルカムコンサートあり
料 入場無料
問 東稜高等学校吹奏楽部 
　☎096-369-1008（藪内）

7（土） コ


