
       

1110演劇ホール

アンケートご協力のお願い

NovemberOctober
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

10・11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。

10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

FULL FULL FULLFULL FULL FULL

演

清永雅也ワンマンLIVE
絶体絶命

開場16：00／開演17：00／終演19：00
史上かつてない無謀な挑戦！
料 前売り券4,000円、ペア券7,000円
　学割券3,000円、当日券5,000円
問清永雅也製作チーム ☎050-6869-8988

6（土） 演

平成30年度 
第21回尚絅コンサート

開場13：00／開演13：30／終演16：10
生徒たちによる書道パフォーマンス、合唱、吹奏楽、バ
レエ、バトントワリング、日舞、琴、和装、ギターマンドリン。
料 入場無料
問尚絅中学・高等学校
　☎096-366-0295（林・川上）

20（土） コ

第19回アートダンス
フェスティバル2018

開場11：30／開演12：30／終演16：00
プロ・アマミックスド デモンストレーション
フォーメーションダンス
プロフェッショナル ショータイム
年に一度の社交ダンスの祭典。
料 S席6,000円、A席5,000円
　B席（自由席）2,000円
問熊本プロダンスインストラクター協会
　☎096-381-6288（伊藤）

20（土） 演

2018 
ルーテル学院音楽会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
出演：校内オーディションにより選ばれた生徒 ほか
料 入場無料
問ルーテル学院中学・高等学校
　☎096-343-3246（総務部 西山）

27（土） コ

第54回 熊本市民コーラス交歓会
問 熊本市民合唱団体協議会
　☎090-3324-6225（林田）

11/2（金）

おもしろコンサート2018
問おもしろコンサートの会
　☎090-8419-5634（甲斐）

3（土・祝）

第57回 熊本県新人演奏会
問 熊本県文化協会 ☎096-383-0600

4（日）

第33回 熊本県女声合唱
フェスティバル

問 熊本県おかあさんコーラス連盟
　☎090-4999-7768（平江）

11（日）

全国福祉行脚in熊本 緑川久美
オンステージ30周年

問 所務事楽音川緑  
　☎080-1713-8727

16（金）

第28回 グレンツェン
ピアノコンクール熊本本選

問グレンツェンピアノ研究会
　☎0995-22-4158（白坂）

17（土）

笑福亭鶴瓶落語会Tour2018
問キョードー西日本 ☎0570-09-2424
　（平日・土曜11：00～17：00）

19（月）

第51回 熊日学生音楽コンクール 
合唱本選

問 熊本日日新聞社
　☎096-361-3383（事業局 野口・丁畑）

23（金・祝）

親と子のオペラ鑑賞会 オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」

問ラスカーラ・オペラ協会
　☎090-4513-5937（白石）

23（金・祝）

市川海老蔵 古典への誘い
問 KABイベント ☎096-359-9051
　（月～金10：00～17：00）

27（火）

そして、サンタ・マリアがいた
―キリシタン復活物語―

問 劇団さばと座 ☎090-8628-5784（林田）

30（金）

…休館日 …休館日

現代能楽集「竹取」
問 熊本県立劇場 ☎096-363-2233

2（金）
県劇 第106回 熊響定期演奏会

問 熊本交響楽団 ☎090-4772-9090

18（日）
県劇

むさしのカンタービレ＃5
問むさしのカンタービレ事務局
　☎090-2398-3644（柴尾）
　☎080-6440-3925（石田）

24（土）

県劇

キヨヅカ☆ランド
問（株）大谷楽器 ☎096-355-2248

25（日）
県劇

第51回RKK熊本県中学校
器楽合奏コンクール

開場9：00／開演10：00／終演17：10
熊本県内の器楽による合奏コンクール。
料 入場無料
問RKKイベント ☎096-328-5525
　（平日10：00～12：00、13：00～17：00）

10/6（土） コ

FULL

2018九州のうたごえ祭典in熊本
～未来へつなごう 希望と平和の
うたごえを～

開場13：00／開演13：30／終演16：30
子どもから高齢者、誰もが気軽に参加でき、楽しめる
ステージ盛りだくさん。ステージも会場もみんなで楽し
める音楽会。
料【全席自由】
 一般1,500円
 高校生･障がい者1,000円
 中学生以下は無料
問九州のうたごえ祭典in熊本実行委員会
　☎090-9473-8130（井上）

7（日）

コ

FULL

県劇  

ほか

DANCE EXPRESS 
in熊本6

開場12：30／開演13：00／終演16：00
社交ダンス、ジャズダンス、ダンストレーニングなどの
演技発表。
料 入場無料（整理券配布）
問サカイキタガワダンス教室 ☎096-326-5432

8（月・祝） 演

FULL

第62回RKK熊本県小学校
器楽合奏コンクール

  8日　開場  9：00／開演10：00／終演16：00
13日　開場12：00／開演13：00／終演17：00
熊本県内の器楽による合奏コンクール。
料 入場無料
問RKKイベント ☎096-328-5525
　（平日10：00～12：00、13：00～17：00）

8（月・祝）
13（土）

コ

FULL

九州ハワイアン協会 
第30回熊本地区
フラフェスティバル

13日　開場  9：30／開演10：30／終演15：30
14日　開場13：00／開演14：00／終演18：00
フラダンスの発表会。
料 13日：【全席自由】1,500円 ※当日200円高

  　　　額同日当※ 円005下以才51 　　　　   
　14日：【全席自由】3,500円 ※当日500円高
問九州ハワイアン協会 
　☎096-359-3738（片岡）

13（土）
14（日）

演

FULL

ザ・シンフォニエッタ 
第31回演奏会

開場13：45／開演14：30／終演16：30
＜曲目＞
歌劇「劇場支配人」序曲K.486（モーツァルト）
ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64（メンデルスゾーン）
交響曲第2番 ニ長調 作品36（ベートーヴェン）

料 一般1,500円
　大学生以下1,000円
　※当日各300円高
問ザ・シンフォニエッタ
　☎090-7383-4953（クープス）

14（日） コ

県劇  

ほか

FULL

東京大衆歌謡楽団
開場13：00／開演14：00／終演16：00
出演者：髙島四兄弟（孝太郎、雄次郎、龍三郎、圭四郎）
＜曲目＞
青い山脈 
旅の夜風 
憧れのハワイ航路 
誰か故郷を想わざる ほか

料 S席5,000円、A席3,000円 ※当日500円高
問テレビ熊本事業部
　☎096-351-1140

15（月） 演

 ぴあ  

ローソン  ほか

立川志の輔独演会2018
開場18：00／開演18：30／終演21：00
師匠、立川談志をして「立川流の傑作」といわしめる

を展開して、新たな落語ファンを発掘し続けています。
料【全席指定】S席4,200円、A席3,700円
　※当日500円高 ※チケット完売
問KABイベント 
　☎096-359-9051
　（平日10：00～17：00）

18（木） 演

熊本民謡研究会
45周年記念公演

開場9：00／開演10：00／終演15：35
藤本流民謡と古典の演奏会。民謡、三味線、尺八、
踊りなど。
料【全席自由】2,500円
問熊本民謡研究会 
　☎096-389-4316（藤本）

21（日） 演

FULL

管弦楽と
マンドリンオーケストラのための
「ミューズの森」
熊本マンドリン協会
第50回定期演奏会

開場13：15／開演14：00／終演15：50
第1部／地元ギター・マンドリン演奏団体の演奏
第2部／ギター・マンドリン演奏団体・個人と
           　熊本マンドリン協会の合同演奏
第3部／管弦楽とマンドリンオーケストラとの合同演奏

料【全席自由】1,000円
　※身体障害者手帳をお持ちの方無料
問熊本マンドリン協会事務局
　☎096-383-5714

21（日） コ

県劇  

ほか

FULL

熊日ストリートダンスコンテスト
2018

開場11：30／開演12：00／終演16：00
県内在住の小中高生を対象としたストリートダンス大
会。小学生の部、中高生の部 2部門合計40チーム
が参加予定。
料【全席指定】1,500円
　※3歳未満の膝上鑑賞は無料 ※当日500円高
問熊本日日新聞社

27（土）
演

ぴあ

日本太鼓ジュニアコンクール
熊本県大会
くまもと和太鼓フェスティバル

第1部　開場  9：00／開演10：00／終演16：00
第2部　開場17：00／開演17：30／終演20：00
第1部／第21回日本太鼓ジュニアコンクール
　　　　  熊本県大会
第2部／感謝！熊本地震復興支援事業
　　　　  くまもと和太鼓フェスティバル
料【全席自由】
 第1部、第2部 各1,500円
 第1部と第2部の通しチケット2,000円
 ※当日券なし
問 熊本県太鼓連合事務局
 ☎090-8669-6315（坂口）
 ☎090-7395-4157（鬼塚）

28（日） 演

県劇  

ほか

KMA室内合奏団 
第6回定期公演

問 熊本ミュージックアーティスト 
　☎090-4983-1614

3（土・祝）

県劇

サムライ・ロック・オーケストラ
2018熊本公演
「マッスルファンタジー オズの魔法使い」

問（株）サムライ・ロック・オーケストラ 
　☎03-5738-5438

4（日）

県劇

くまもと2018 
第31回 箏曲の祭典

問 会協者奏演箏本熊  
　☎090-4353-3308（二宮）
　☎090-5744-0730（松野）

11（日）

県劇

日頃は熊本県立劇場をご愛顧いただきありがとうござい
ます。ただ今、熊本県立劇場では、オリジナルグッズの
製作を企画中です。ぜひ皆様の貴重なご意見をいただき
たいと思いますので、アンケートのご協力をお願いします。
アンケートにご協力いただきました方には、御礼として県劇
オリジナルクリアファイル1枚をもれなくプレゼントさせてい
ただきます。ご協力くださいますよう、よろしくお願いします。

Q.県劇オリジナルグッズ、あなたが欲しいのは？？？

➊ ボールペン　➋ 缶バッジ・ピンバッジ　➌ タオル・ハンカチ　
➍ 絵はがき・付箋　➎ その他（具体的にお答えください）

下記項目をメールまたはハガキでお送りください。
Ⓐ氏名 Ⓑ住所 ⓒ電話番号 Ⓓ年齢 Ⓔ性別
Ⓕアンケートの回答 Ⓖその他劇場へのご要望

回答方法

平成30年10月15日（月）回答期限

回答先 kouhou@kengeki.or.jp
〒862-0971 熊本市中央区大江2丁目7番1号
熊本県立劇場 総務グル―プ 行

郵送

メール


