
       

パントマイム体験

�日時 �7月14日（土）　
　　　 13：30～16：30 （13：10受付開始）
�会場 � 熊本県立劇場 演劇リハーサル室
�対象者 � 小学4年生から一般（年齢の上限はありません）
�参加費 � 500円（当日受付で徴収します）
�講師 � 小野寺修二（演出家・カンパニーデラシネラ主宰）
　　　　藤田桃子（「竹取」に出演します）
�募集人数 � 20人 ※先着順、定員になり次第締め切ります

�申込方法 �【電話の場合】
　 　　　　 氏名、学年、年齢、電話番号をお知らせください。
　　　　　　　【メールの場合】
　　　　　  氏名、学年、年齢、電話番号を明記の上、
　　　　　  件名を「パントマイム体験」にしてお送りください。

「竹取」公演関連企画

「人の動きを良く見て、真似をする。」
11月2日に開催する「竹取」公演の関連企画として、演出の
小野寺修二さんのパントマイム・ワークショップを開催しま
す！お芝居やパントマイムの経験は必要ありません。
一足早く、「竹取」作品のエッセンスを直に体験してみませ
んか。お気軽にご参加ください。

お申し込み
お問い合わせ先

熊本県立劇場「パントマイム体験企画」係
☎096-363-2233　E-mail：bosyu@kengeki.or.jp

©石川純

小野寺修二
演出家・カンパニーデラシネラ主宰
日本マイム研究所にてマイムを学
ぶ。95年～06年、パフォーマンス
シアター水と油にて活動し、文化
庁新進芸術家海外留学制度研
修員として渡仏。帰国後、カンパニ
ーデラシネラを立ち上げる。マイム
の動きをベースに台詞を取り入れ
た独自の演出で世代を超えて注
目を集めている。第3回日本ダンス
フォーラム賞受賞。第18回読売演
劇大賞最優秀スタッフ賞受賞。

参加者
募集！

76大会議室大
音楽リハーサル室

JulyJune
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

6・7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

熊本シンフォニックウインズ 
第23回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：30
問 熊本シンフォニックウインズ	☎096-339-8997（中ノ森）

1（日）

第26回「アフリカの子どもの日」
in KUMAMOTO

開場15：00／開演16：00／終演17：00
問 熊本県ユニセフ協会	☎096-362-5757

7（土）

熊本県立済々黌高等学校 
進路講演会

10日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
11日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
13日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
問 熊本県立済々黌高等学校	進路指導室
　☎096-341-3055（栗山）

10（火）
11（水）
13（金）

県劇

NHK交響楽団演奏会 
熊本公演

開場18：15／開演19：00／終演21：00
問 ハローダイヤル	☎050-5542-8600
　（8：00～22：00	無休）

12（木）

平成30年度 熊本県合唱コンクール
（兼）第73回九州合唱コンクール
熊本県予選

14日　開場  9：00／開演  9：30／終演18：00
15日　開場10：00／開演10：30／終演16：30
問 熊本県合唱連盟事務局
　☎090-2582-7787（山本）

14（土）
15（日）

第62回熊本県吹奏楽コンクール
及び第63回九州吹奏楽コンクール
熊本支部予選

問 熊本県吹奏楽連盟	☎096-356-3271

8（日）
21（土）

～26（木）
28（土）

～29（日）

…休館日

6月満車予想カレンダー
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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
熊本県内高校生による文化系クラブの発表。
標語／『熊本サイダー、はじける青春』
＜コンサートホール（ステージ部門）＞
　 合唱	吹奏楽	演劇	日本音楽	
　 器楽管弦楽	マーチングバンド	
　 バトントワリング	アンサンブル	独奏	
　 弁論	吟詠剣詩舞	郷土芸能	ほか
＜大会議室・ホワイエ・モール・和室（展示部門）＞
　 美術	書道	写真	理科研究	
　 図書	特別支援学校	百人一首	
　 文芸	華道	茶道	ほか
料 入場無料
問熊本県高等学校文化連盟
　☎096-285-1344

1（金）
2（土）

コ

FULL

大
ほか

第68回 
熊本県合唱祭

開場9：00／開演9：30／終演18：00
熊本県下の小学生からシニアまでの合唱連盟加盟
団体が集合し、日頃の練習の成果を発表する合唱
の祭典。例年、約70団体が参加。
料【全席自由】500円	※未就学児は無料
問熊本県合唱連盟事務局
　☎090-2582-7787（山本）

3（日） コ

FULL

横山 幸雄 ピアノコンサート
開場18：30／開演19：00／終演21：00
ピアノ界の鉄人。6年ぶりとなる熊本でのリサイタルが決
定。天才的な感性によるドラマティックな音楽世界。今
回はベートーヴェンとショパンの珠玉の9曲を一挙上演！
＜プログラム＞
　 ベートーヴェン／
　　ソナタ	第8番「悲愴」ハ短調Op.13
　　ソナタ	第21番「ワルトシュタイン」ハ長調Op.53
　 ショパン／
　　バラード	第1番ト短調Op.23
　　ノクターン	第8番変ニ長調Op.27-2
　　スケルツォ	第2番変ロ短調Op.31
　　ノクターン	第13番ハ短調Op.48-1
　　舟歌	嬰ヘ長調Op.60
　　ノクターン	第18番ホ長調Op.62-2
　　ポロネーズ	第6番「英雄」変イ長調Op.53
料【指定席】S席4,000円、A席3,500円
　【自由席】3,000円	
　※当日500円高
問有明楽器	☎0120-968-133

8（金） コ

県劇  ローソン  

ほか

BUS

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
熊本県内の大学・高校・中学校23団体による吹奏楽の演奏会。
＜ゲスト＞ 6/9（土）／福岡市立姪浜中学校吹奏楽部
　 　 　 　  6/10（日）／活水中学校・高等学校吹奏楽部
料【全席自由】一般	800円、大学生以下600円
　※当日200円高	※就学前のお子様は親子室をご利用ください
問バンドフェスタ2018実行委員会
　☎090-9579-6460（福島）

9（土）
10（日）

コ

県劇  

ほか

FULL

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
子ども教室の発表及び展示（ピアノ・絵画・書道・英語発表）。
料 関係者
問帯山	川尻子ども教室	☎096-382-4843

9（土）
大

FULL

ＰＯＳＴＭＡＮ ＬＩＶＥ 
樋口了一 ポストマン・ライヴ

開場14：00／開演14：30／終演16：00
熊本市出身のシンガーソングライター樋口了一氏が、「この曲
を必要とされている人が必ずいる。僕はポストマンとなってその
必要とされる人のもとに行って、手紙を届けたい」と始めた〈ポ
ストマン・ライヴ〉は全国で好評を博しています。心温まる名曲
「手紙」と樋口氏の思いが、皆様の心に届きますように。
料【参加費】1,000円（定員150名）※要予約
問熊本県パーキンソン病友の会
　☎090-2942-4861（島野）	☎080-1726-7026（柴野）

13（水） 大

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
今回6年ぶりの熊本公演。海上自衛隊の歌姫三宅
由佳莉3等海曹も出演。
料 入場無料（要事前申込）
問自衛隊熊本地方協力本部渉外広報室
　☎096-297-2053

15（金） コ

FULL

BUS

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
指揮／古澤直久（マレーシア・フィルハーモニー
　　　　管弦楽団専任指揮者）
＜曲目＞喜歌劇「こうもり」序曲	Op.362（Ｊ.シュトラウスⅡ）
　 　 　   連作交響詩『わが祖国』よりモルダウ（Ｆ.スメタナ）	　
　 　 　   交響曲第1番	ト短調（Ｖ.カリンニコフ）
料【全席自由】500円	※当日200円高	※未就学児無料
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）
コ

県劇  

ほか

九州学院創立110周年
震災復興特別募金 
チャリティーイベント
ＫＧ style Charity fes
Ｖｏｌ．1 Ｓａｙ Ｈｅｌｌｏ

開場16：30／開演17：00／終演19：15
サウンドとパフォーマンスで、イマまでとコレからを繋ぐ。
オール九学による、世代とジャンルを超えてハートを１
つにするチョットお洒落で面白い九学らしい復興チャ
リティフェスティバル。
第1部／在校生・園児によるパフォーマンス
第2部／シンガーソングライター	清永雅也氏
　　　　	（九州学院卒業生）のスペシャルライブ
料【全席自由】2,000円
問学校法人九州学院	☎096-364-6134（高松・吉住）

18（月） コ

FULL

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
社会保険事務手続きに関する説明会。
料 関係者
問日本年金機構	熊本東年金事務所
　☎096-367-2508

22（金） コ

FULL

心に響くちょっと贅沢な
オペラティックコンサート 
－高橋克典とオペラを語る－

開場13：30／開演14：00／終演16：30
公演監督・指揮／岩本貴文
ナビゲーター／高橋克典
聞き手／村上美香
＜第1部＞
　 Ｇ．ヴェルディ／オペラ「椿姫」より“乾杯の歌”	
　 Ｗ．Ａ．モーツァルト／オペラ「フィガロの結婚」より“序曲”	ほか
＜第2部＞
　 高橋克典トークコーナー（聞き手：村上美香）
　 Ｇ．プッチーニ／オペラ「ラ・ボエーム」ハイライト
＜出演＞
　 テノール／行天正恭		バリトン／小林由樹	
　 ソプラノ／河添富士子、赤池	優、青柳佑子
　　　　　　宮本恵里、伊東紗斗子、野田桜子	
　 メッツォソプラノ／堀薫	
　 バリトン／芦刈剛信、田尻大貴	
　 チェンバロ／篠原いずみ	
　 バレエ／熊本バレエ研究所（友情出演）	
　 合唱／ヴィーブル合唱団、ラスカーラ・オペラ合唱団	
　 管弦楽／ラスカーラ・オペラ管弦楽団
料【指定席】
　ＳＳ席8,000円、ＳＳ席ペア15,000円（100席限定）
　Ｓ席5,500円、Ｓ席ペア10,000円、学生Ｓ席3,000円
　Ａ席4,500円、Ａ席ペア8,000円、学生Ａ席2,500円
　【自由席】
　一般3,000円、高校生以下2,000円
　※当日500円高
問ラスカーラ・オペラ協会事務局	☎096-273-9426

30（土） コ

県劇  

ほか

FULL

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
＜プログラム＞
　 「Ｎäｎｉｅ」／ブラームス（ＭＯＤＯＫＩ単独）
　 「方舟」／木下牧子（ＣＡＮＴＵＳ	ＡＮＩＭＡＥ単独）
　 熊本の合唱団の演奏
　 「二つの祈りの音楽」／松本望（合同演奏）
　 「唱歌の四季」／三善晃（合同演奏）	ほか
料【全席自由】一般2,000円、大学生1,000円
　高校生以下500円
問☎090-4488-3956（山本）

24（日）

コ

ぴあ
ほか

ふるさとの宝を！コンサート
～復興から未来へ～

開場13：30／開演14：00／終演16：00
問 B・Mプロデュース	
　☎096-362-3556
　Comodo	arts	project	
　☎096-288-4635

16（月・祝）

県劇

熊本地震 復旧・復興
～がんばろう！！♪音楽のチカラ♪
コンサート 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
＜第1部＞
　 復興／保科洋作曲
　 ユーフォニアム協奏曲／Ｆ.ヒダシュ作曲
		　（ユーフォニアム／弘中優大）	ほか
＜第2部＞
　 ～くまもとを元気に！～	くまもと未来マーチ／
　　出田敬三作・編曲
　 ～Ｌ.バーンスタイン生誕100年記念～
　　「ウエスト・サイド・ストーリー」セレクション／
　　Ｌ.バーンスタイン作曲	ほか
　 合同演奏	―高校生との共演シリーズ―
　　～みんなの心にやさしく～	
				　		ユア	ハンド	マイ	ハート（ＮＨＫ「みんなのうた」）、
　		　ラデツキー行進曲／Ｊ.シュトラウス1世作曲	ほか
＜出演＞
　 第2部指揮・トーク＆編集・ピアノ／音楽監督	出田敬三
　 第1部指揮／柴田裕二
　 合唱／女声合唱団「平成カンマーコールＡ・Ｓ」
　 パフォーマンス／平成音楽大学こども学科
　 吹奏楽／平成音楽大学ブラスオーケストラ
　　　　		　熊本県内高校生による吹奏楽団
料【全席自由】一般2,500円、大学生以下1,500円
問平成音楽大学	☎096-282-0506

21（木） コ

FULL

県劇  

ほか

音リ
ハ

演劇リハーサル室演リ
ハ

4つの講習会
<ミニ合唱講習会／アンサンブルピアニストの
ための講習会／若い指揮者のための講習会／
唱歌の四季を一緒に歌おう！> 

開場9：00／開演9：30／終演18：30
指揮・講師／雨森文也、山本啓之
ピアノ・講師／平林知子、野間春美
合唱／ＣＡＮＴＵＳ	ＡＮＩＭＡＥ（東京）
　　　　ＭＯＤＯＫＩ（佐賀）
　　　　熊本の合唱愛好家の皆様
料 6/24（日）の演奏会チケットで受講・聴講できます。
　※聴講は事前申込不要、先着順
問☎090-4488-3956（山本）

23（土） コ 音リ
ハ演リ

ハ


