
       

プレイガイド
天草市民センター／（一社）天草宝島観光協会／イオン天草ショッピング
センター／天の草ふれあい文化センター／スーパーセンターTAIYO本渡店
山西楽器店／水田楽器

プレイガイド
ながす未来館／玉名市民会館／一茶園
荒尾総合文化センター／大牟田文化会館
セブンチケット

ネットワーク事業

絵本のじかんだよ！
NHK教育テレビ「みいつけた！」のオフロスキー役で全国的人気の
小林顕作さんによる、とびきり楽しい絵本の読み聞かせ！

＜天草市公演＞

日時 2019年1月5日（土）　開場 10：30　開演 11：00
会場 天草市民センター ホール
料金【全席自由】大人1,000円、子ども（高校生以下）500円

 　 ※当日券は300円高
      ※3歳以下ひざ上無料（お席が必要な場合は子ども券が必要）
主催 場劇立県本熊）財公（、ータンセ民市草天
お問い合わせ 天草市民センター ☎0969-22-4125

＜長洲町公演＞

日時 2019年1月6日（日）　
  開場 13：30　開演 14：00
会場 ながす未来館 文化ホール
料金【全席自由】一般1,500円、中学生以下500円
主催 場劇立県本熊）財公（、体業事同共者理管定指館来未すがな
お問い合わせ ながす未来館 ☎0968-69-2005

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2018 
華麗なる音楽の祭典

開場18：30／開演19：00／終演21：00
Ⅰ.学生オーディション合格者によるオーケストラ
　  との共演
Ⅱ.オペラ・オペレッタ・ミュージカルの魅力
料【全席自由】
 一般3,000円、大学生以下2,000円
問平成音楽大学 
　☎096-282-0506

3（月） コ

112演劇ホール
JanuaryDecember

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

12・1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。

FULL

12月満車予想カレンダー
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演 …休館日…休館日

熊本市民劇場第398回例会
劇団NLT「毒薬と老嬢」

2日　開場18：00／開演18：30／終演21：00
3日　開場13：00／開演13：30／終演16：00
マーサーとアービーの老嬢姉妹はブルックリンの閑静
な住宅街に住む大慈善家。老嬢たちに対する街の
人たちの評判も高い。二人の老嬢は「おいしいぼけ
酒」を振る舞い身寄りのない老人を喜ばせるのを楽し
みにしている。舞台は甥のモーティマーが窓際の長
椅子の中に死体を見つけ慌てるところから始まる。
料 会員制
問熊本市民劇場 
　☎096-322-0500（中村）

2（日）
3（月） 演

陸上自衛隊第8師団 
第43回定期演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：30
クラシックや熊本に因んだ曲を演奏。
出演：陸上自衛隊第8音楽隊
　　    西特連（せいとくれん）太鼓
料 入場無料 ※ただし、事前申し込み必要
問陸上自衛隊第8師団 
　☎096-343-3141（内線3445、3447）

7（金） コ

第22回 熊本県高文連
吹奏楽専門部
新人コンクール

開場9：30／開演9：40／終演19：30
吹奏楽、マーチング、バトントワリングのコンクール。
料 入場料無料
問熊本商業高等学校 ☎096-384-1551（藤本）

20（木） コ

COSMIC RECITAL 
52nd

開場17：00／開演17：30／終演20：50
今回は皆様の知っている曲もたくさん演奏します。ぜ
ひお越しください。
料 入場無料
問熊本学園大学スイングバンド研究部 
　☎080-1777-1432（松島）

23（日・祝） 演

第55回 熊工定演
問 熊本県立熊本工業高等学校
　☎096-383-2105（山本）

1/6（日）

仮面ライダースーパーライブ
2019

問 KABイベント
　☎096-359-9051（月～金10：00～17：00）

6（日）

川瀬誠
ウインドアンサンブル演奏会

問かわせ楽器 ☎096-362-5268

12（土）

Sonar Pocket 
10ｔｈ Anniversary Tour 
fl ower

問 GreeN Music
　☎092-714-0230（平日12：00～18：00）

12（土）

玉名女子高等学校吹奏楽部

問 玉名女子高等学校
　☎0968-72-5161（米田・武田）

14（月・祝）

第70回 
熊本県高等学校連合音楽会

問 熊本県高等学校文化連盟音楽専門部
　（第二高等学校内） ☎096-368-4125（南）

18（金）

第34回 
熊本県小学校合奏祭

問 熊本県小学校器楽合奏研究会
　☎096-343-1178（丸目）

19（土）
20（日）

第61回 
熊本県学校ダンス発表会

問 熊本県女子体育連盟
　☎096-364-5161（熊本学園大学 藤塚）

19（土）

平成30年度 
第69回 熊本県高等学校
ダンス発表会

問 熊本県立済々黌高等学校
　☎096-343-6195（嶋津）

20（日）

白岳新春寄席
問 KKTエンタープライズ
　☎096-363-6655

25（金）

熊本県警察音楽隊 
第33回定期演奏会
「県民ふれあいコンサート」

問 熊本県警察本部 広報県民課
　☎096-381-0110

26（土）

熊本市民劇場第399回例会 
加藤健一事務所『喝采』

問 熊本市民劇場
　☎096-322-0500（中村）

26（土）
27（日）

第29回 
碧落アンサンブル定期演奏会

問 碧落アンサンブル
　☎090-4585-7453（四方田）

27（日）

BUS 2日   
のみ 

県劇  

ほか

FULL

BUS

熊本市子ども劇場12月鑑賞会 
人形劇「おやゆびひめ」

開場18：00／開演18：30／終演20：10

「おやゆびひめ」。熊本での上演はかなり貴重な機会です。
料 会費制
問熊本市子ども劇場 ☎096-356-9282（東坂）

7（金）
演

FULL

第43回 全国高等学校総合文化祭
音楽専門部熊本県代表選考会

開場10：00／開演10：20／終演16：30
音楽専門部のコンクール。
料 入場無料
問高文連音楽専門部(熊本県立第二高等学校内） 
☎096-368-4125（南）

14（金）
コ

FULL

熊本大学体育会吹奏楽部 
第47回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：00
＜第Ⅰ部＞
コンクールで演奏した曲を含め、吹奏楽オリジナル
曲を演奏し、吹奏楽の魅力をたっぷりとお届けします。
＜第Ⅱ部＞
ポップスなど聞きなじみのある曲を吹奏楽アレンジで
お届けします。
＜第Ⅲ部＞
吹奏楽曲「ゴーストトレイン」（エリック・ウィテカー）を
フルでお届けします。
料 入場無料
問熊本大学体育会吹奏楽部 
　☎080-8574-8868（永野）

15（土） コ

FULL

第44回 九州アンサンブル
コンテスト熊本支部予選

8日　開場9：30／開演9：45／終演18：00
9日　開場9：30／開演9：45／終演18：00
吹奏楽のアンサンブルコンテスト。
料 入場無料
問熊本県吹奏楽連盟 
　☎096-356-3271（後藤）

8（土）
9（日）

コ

FULL 9日   
のみ 

DRUM TAO 
RHYTHM OF TRIBE
時空旅行記 FINAL

開場18：30／開演19：00／終演20：40
世界観客動員数800万人に迫る！！日本の伝統芸術を、
更に進化したエンターテイメントとして表現。SAMURAI
達が過去と現代を行き交う魂の旅にいざない、古からの
メッセージが時を超えて現代に光を放つ。
料【全席指定】SS席7,700円、S席6,700円
 車椅子席7,700円
　（車椅子席はTAO事務局へ）
問TAO事務局 ☎092-721-2015
　（平日10：00～19：00）

13（木） 演

6

県劇   

ぴあ  ローソン  
ほか

熊本大学
フィルハーモニーオーケストラ 
第55回定期演奏会

開場13：15／開演14：00／終演16：00
＜曲目＞
歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より
　第1幕への前奏曲（R.ワーグナー）
映画「スターウォーズ」演奏会用組曲
　（ジョン・ウィリアムズ）
交響曲第5番ハ短調作品67「運命」
　（L.V.ベートーヴェン）
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 
　☎090-8830-5116（高木）

16（日） コ

FULL

県劇
ほか

琉球國祭り太鼓 
EISA カラハーイ 羅針盤 
熊本支部15周年記念公演

開場13：00／開演14：00／終演17：00
ゲスト：加治工敦（かじくあつし）
共に活動し頑張ってきた全てのメンバーの進むべき
方向を示す「羅針盤（カラハーイ）」をテーマに思いを
込め、感謝の気持ちで演舞します。
料 一部指定席1,500円、自由席1,000円
問琉球國祭り太鼓熊本支部事務局 
　☎080-4658-1828

22（土） 演

県劇
ほか

熊本県民第九の会 
第35回演奏会
ベートーヴェン 第九

開場13：45／開演14：30／終演16：10
指揮：大友直人
ソプラノ：佐々木典子
アルト：大林智子
テノール：大澤一彰
バス：牧野正人
合唱：熊本県民第九の会合唱団
管弦楽：熊本交響楽団

料【指定席】
 4,000円
　【自由席】
 一般3,000円、高校生以下1,500円
　※当日500円高
問熊本県民第九の会事務局 
　☎090-2851-1007（坂口）

23（日・祝） コ

FULL

県劇  

ほか

そして、サンタ・マリアがいた 
―キリシタン復活物語―

開場12：00／開演13：00／終演15：00
1865年3月17日、長崎は大浦天主堂で起きた浦上
のキリシタンとフランス人宣教師との歴史的出会いを
中心に「同じ思いを伝えること」の意義をテーマにし
た約1時間50分の劇。
料【全席自由】一般1,000円、小～中学生500円
問劇団さばと座 
　☎090-8628-5784（林田）

12/1（土）
演

FULL

※年末年始の休館日：12/29～1/3

15周年記念 
熊本ミュージックアーティスト
バレエスクール発表会

開場15：30／開演16：00／終演19：00
白鳥の湖、パドトロワなど小さな子供からお姉さん達総出演
の小品集に加え、今年はコンテンポラリーにも挑戦。また、
世界で活躍中のゲストダンサーの踊りにも注目。KMAバレ
エスクールがお届けする「リーズの結婚」お楽しみください。
料【全席自由】1,000円
　3才児以下無料
問KMAバレエ ☎096-288-3161（岩井）

9（日） 演

FULL 県劇  

ほか


