
65

5月満車予想カレンダー
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

FULLFULL FULL

June
…休館日

May
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

5・6月の催し物情報 ※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。

…休館日

会場／熊本県立劇場コンサートホール

2018年6月8日（金）

チケット取り扱い／（株）有明楽器健軍本店・八代支店、熊本県立劇場、ローソンチケット   お問い合わせ／（株）有明楽器 0120-968-133

［チケット前売り］
S席4,000円 A席3,500円 自由席3,000円 

©Muse Entertainment

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
＜プログラム＞
第Ⅰ部／2018吹奏楽コンクール課題曲よりⅡ、Ⅳ、
　　　　	交響詩「ヌーナ」（阿部勇一作曲）	ほか
第Ⅱ部／ポップス（Ｊ-ＢＥＳＴ’17～2017年Ｊ-ＰＯＰ
　　　　	ベストヒッツスペシャルメドレー	ほか）
第Ⅲ部／スクリーン・ミュージック（レ・ミゼラブル、
　　　　	美女と野獣	ほか）
料入場無料
問熊本北高等学校	
　☎096-338-1110

5/3（木・祝） コ

表千家同門会総会並びに
一般講習会

18日 開場9：00／開演10：00／終演15：00
19日 開場9：00／開演10：00／終演15：00
料 関係者
問（一社）表千家同門会	熊本県支部	
　☎096-379-2520（本田）

18（金）
19（土）

コ

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
来春卒業予定の新規学校卒業者の採用を予定して
いる事業所を対象に、求人申し込みの手続きや採用
選考ルール等についての説明会。
料 関係者
問熊本ヤングハローワーク	
　☎096-385-8240

25（金） コ

熊本県立
済々黌高等学校吹奏楽部	
第41回定期演奏会

開場12：30／開演13：00／終演15：30
第1部／クラシックステージ（アルヴァマー序曲、
　　　　		2018年度吹奏楽コンクール課題曲	ほか）
第2部／ポップスステージ（銀河鉄道999、ティコ
　　　　		ティコ	ほか）
第3部／ディズニーステージ（ディズニーメドレー	ほか）
※ホワイエにてウェルカムコンサートあり
料入場無料
問熊本県立済々黌高校吹奏楽部	
　☎090-3798-9640（奥田）

6（日） コ 第30回	
熊本県高等学校総合文化祭

1日　開場13：00／開演13：30／終演17：00
2日　開場  9：30／開演10：00／終演16：00
問 熊本県高等学校文化連盟	
　☎096-285-1344

6/1（金）
2（土）

第68回	熊本県合唱祭
開場9：00／開演9：30／終演19：00
問 熊本県合唱連盟	
　☎090-2582-7787（山本）

3（日）

横山	幸雄	
ピアノコンサート

開場18：30／開演19：00／終演21：00
問 有明楽器	
　☎0120-968-133

8（金）

バンドフェスタ２０１８

 9日　開場9：45／開演10：20／終演17：00
10日　開場9：45／開演10：20／終演15：55
問バンドフェスタ熊本	
　☎090-9579-6460（福島）

9（土）
10（日）

帯山・川尻・増永音楽子ども教室	
合同発表会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
問 帯山	川尻子ども教室	
　☎096-382-4843

9（土）

ＰＯＳＴＭＡＮ	ＬＩＶＥ	
樋口了一	コンサート

開場14：00／開演14：30／終演16：00
問 熊本県パーキンソン病友の会
　☎090-2942-4861（島野）

13（水）

海上自衛隊東京音楽隊	
2018	熊本公演

開場17：30／開演18：30／終演20：30
問自衛隊熊本地方協力本部	渉外広報室	広報班　
　☎096-297-2053

15（金）

熊本大学
フイルハーモニーオーケストラ	
第40回サマーコンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
問 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ	
　☎080-8352-1984（西村）

17（日）

ＫＧスタイル	
チャリティフェス	Ｖｏｌ．1	
Ｓａｙ	Ｈｅｌｌｏ

開場17：30／開演18：00／終演20：15
問 学校法人九州学院	
　☎096-364-6134（高松・吉住）

18（月）

平成音楽大学
ブラスオーケストラ
2018演奏会

開場18：30／開演19：00／終演21：00
問 平成音楽大学	
　☎096-282-0506

21（木）

３つのワークショップ
<指揮者・アンサンブルピアニスト・合唱団>
講習会

問 ☎090-4488-3956（山本）

23（土）

平成30年度	
社会保険事務説明会

開場  9：30／開演10：00／終演12：00
開場13：00／開演13：30／終演15：30
問日本年金機構熊本東年金事務所
　☎096-367-2508

22（金）

ＣＡＮＴＵＳ	ＡＮＩＭＡＥ＆ＭＯＤＯＫＩ	
熊本演奏会	～熊本へ、そして熊本から～

開場13：00／開演13：30／終演16：30
問 ☎090-4488-3956（山本）

24（日）

オペラティックコンサート	
高橋克典がオペラへ誘う

開場13：30／開演14：00／終演16：30
問ラスカーラ・オペラ協会	
　☎096-237-7967

30（土）

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
第30回定期演奏会を記念して、創立時の指揮者で
ある川瀬誠氏を招き、チャイコフスキー作曲の幻想
序曲「ロメオとジュリエット」をお送りします。そのほか、
2018年度吹奏楽コンクール課題曲など多彩なプロ
グラムをお届けします。
第1部／パガニーニの主題による狂詩曲	ほか
第2部／幻想序曲「ロメオとジュリエット」
第3部／交響曲第1番「アーク・エンジェル」	ほか
客演指揮／川瀬	誠
指揮／桐田信一郎、小島由利佳
料【全席自由】
　一般1,000円、高校生以下800円
　※小学生無料（就学前のお子様は親子室をご利
用ください）

問熊本ウインドオーケストラ	
　☎096-223-2090（山口）

5（土・祝） コ

県劇  

ほか

Ｍｕｓｉｃ	Ｌａｎｄ	2018	
～pops×classics	festival～

開場18：15／開演19：00／終演21：00
豪華アーティストによる競演！総勢100名におよぶ弦
楽アンサンブルとクワイヤーの美しき響きであの名曲
が再び生まれ変わる。ポップスとクラシックのスペシャ
ルコラボレーションが実現する。
＜出演・曲目＞
八神純子／「みずいろの雨」
タケカワユキヒデ（ゴダイゴ）／「銀河鉄道999」
杏里／「オリビアを聴きながら」
Ｍａｙ	Ｊ．／「Let	It	Go」	ほか
指揮／栁澤寿男
演奏／Ｍｕｓｉｃ	Ｌａｎｄ	Ｓｐｅｃｉａｌ	ensemble
合唱／ＫＣＣ	ＫＣクワイヤー
料【全席指定】8,500円
問Ｍ．Ｉ．Ｏ．	☎096-288-6696
　（平日10：00～18：00	土日祝を除く）

11（金） コ

県劇   

ぴあ  ローソン  

ほか

蓑毛	富子	
ピアノリサイタル

開場12：45／開演13：30／終演15：30
＜曲目＞
『トッカータとフーガニ短調』Ｂaｃｈ（蓑毛富子編曲）
『春の小川変奏曲』
『アメージンググレース』
日本の歌（さくらさくら、八木節）	ほか
料【全席自由】
　一般2,000円
　大学生以下1,000円
　※未就学児は無料
問ホープネットワーク	
　☎090-3493-7096（上村）

12（土） コ

県劇
ぴあ

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
レナード・バーンスタイン生誕100年記念
最後の愛弟子、佐渡裕で聴くバーンスタインプログラ
ム決定版！
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Ｏｐ．47
料【全席指定】
　ＳＳ席12,000円（完売）
　Ｓ席10,000円
　Ａ席8,000円（完売）
　Ｂ席6,000円（完売）
　※25歳以下、障がいのある方は3,000円引き
問熊本県立劇場	
　☎096-363-2235

13（日） コ

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

FULL BUS

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9：00／開演10：00／終演15：00
料関係者
問熊本県民生委員児童委員協議会事務局	
　☎096-324-5470

15（火）

コ

FULL

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
指揮／水戸博之
ピアノ・ソロ／實川	風
＜曲目＞
第六の幸福をもたらす宿／Ｍ．アーノルド
パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ						
管弦楽のための協奏曲／バルトーク
料【指定席】1,800円
　【自由席】一般1,500円、大学生以下1,000円
問熊本交響楽団	
　☎090-4772-9090

20（日） コ

県劇  

ほか

4

BUS

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
心臓病を内科と外科のハートチームで治す！
～健康寿命延伸は高血圧管理から～
座長／辻田賢一（熊本大学病院循環器内科教授）
　　　		福井寿啓（熊本大学病院心臓血管外科教授）
料入場無料（要事前申込）
問ＲＫＫテレビ営業部	
　☎096-328-5623（平日9：30～17：30）

27（日） コ

FULL

日経ご愛読者キャンペーン
2018	in	熊本

開場13：00／開演14：00／終演15：30
プレミアムセミナー「林	真理子氏	講演会」
演題／「愉楽にて」「西郷どん」のこぼれ話
料【全席自由】
　入場無料（要事前申込）
問日経ご愛読者キャンペーン事務局
　☎0120-21-3115（大橋）	

21（月） コ

県劇

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
第1部／シンフォニックステージ（リバーフェスト、メリー
　　　　			ウィドー、大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ	ほか）
第2部／ステージパフォーマンス（ＯＢステージパフォー
　　　　	マンス＆熊工吹奏楽部マーチングショー）
第3部／ポピュラーステージ（サム・スカンク・ファン
　　　　		ク、マンテカ、水玉模様と月の光	ほか）
ゲスト／熊本工業高校吹奏楽部
料【全席自由】
　一般1,000円、高校生以下500円
　※未就学児無料
問熊工ＯＢウインドアンサンブル	
　☎096-379-9708（土山）

4（金・祝） コ

県劇  

ほか

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
さまざまな音楽ジャンルのスペシャリストが国内外から
九州・熊本に集結！！3月開催の「第20回記念九州
音楽コンクール」における選りすぐられたアーティスト
によるコンサート。
料【全席自由】1,000円
問九州音楽コンクール実行委員会	
　☎096-282-0506

26（土） コ

県劇  

ほか


