1・2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。

会場情報

チケット取り扱い

コ コンサートホール

FULL

演 演劇ホール

BUS

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。

県劇 熊本県立劇場

公演終了後に臨時バス
（有料、夜間のみ運行）
が出ます。

☎096-363-2233

熊日プレイガイド

☎096-327-2278

（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）

☎0570-02-9999
ぴあ チケットぴあ
ローソン ローソンチケット ☎0570-084-008

…休館日

（※要Lコード）

※年末年始の休館日：12/29〜1/3

表記の年齢未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

1/6（日） 第55回 熊工定演

コ

開場13：00／開演13：30／終演16：00
開場17：30／開演18：00／終演20：30

創部62年目を迎えた熊工吹奏楽部は、毎年県高校総体
開会式のマーチングドリル、県高校総文祭のパレード、
マー
チングフェスティバルなどに出演しています。県吹奏楽コン
クールでは、
Ａ・Ｂ両パートで金賞を受賞。
また、全日本マー
チングコンテストでは昨年度6年連続通算18回目の出場
を果たし、本年度も出場します。第55回熊工定演では趣
向を凝らした第一部のコンサートステージとスピーディー＆
パワフルな第二部マーチングステージをお楽しみください。
料【全席自由】
大学生以上1,200円
高校生以下500円
FULL 県劇
問 熊本県立熊本工業高等学校
ほか
☎096-383-2105
（山本）

12（土） 川瀬誠ウインドアンサンブル
一夜限りの演奏会

18（金） 第70回
熊本県高等学校連合音楽会

コ

開場16：30／開演17：00／終演18：40

開場9：30／開演10：00／終演16：30

長年熊本で吹奏楽の指導を続けてこられた川瀬誠
氏の指揮でもう一度演奏したいという有志が結集し
た一夜限りのコンサート。
＜曲目＞ 華麗なる舞曲
FULL
組曲「展覧会の絵」全曲
たなばた ほか
料 入場無料 ※要入場整理券
（当日でも受取可能）
問 かわせ楽器 ☎096-362-5268
（松村）

県内高校生による音楽会。吹奏楽、管弦楽、合唱、
日本音楽、器楽など。
料 入場無料
問 熊本県高等学校文化連盟音楽専門部
☎096-368-4125
（南）

19（土） 第61回
熊本県学校ダンス発表会

演
12（土） ＳｏｎａｒＰｏｃｋｅｔ 10ｔｈ
Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ ﬂower

演

開場 9：30／開演10：00／終演11：30
開場13：00／開演13：30／終演15：00
開場16：30／開演17：00／終演18：30

大人気の「仮面ライダージオウ」
や「仮面ライダービル
ド」
など歴代仮面ライダーが集結！熱きライブバトルを
見逃すな！ＫＡＢで毎週朝9時から放送している
「仮面
ライダージオウ」
などが登場するスペシャルステージで
す。テレビとは違った迫力をお楽しみください。
料【全席指定】
Ｓ席3,000円、
Ａ席2,000円
※3歳未満無料。3歳未満でも席が必要な場合有料
※当日500円高
FULL
問Ｋ
ＡＢイベント
県劇
☎096-359-9051
ぴあ ローソン
（月〜金10：00〜17：00）
ほか

【全席指定】6,500円
（3歳以上チケット必要）
問Ｇ
ｒ
ｅｅＮ Ｍｕｓ
ｉ
ｃ
☎092-714-0230
（平日12：00〜18：00）

FULL

3

ぴあ ローソン

ほか

14（月・祝） 玉名女子高等学校吹奏楽部 コ
ニューイヤーコンサート'19

19（土） 第34回
20（日） 熊本県小学校合奏祭

開場14：30／開演15：00／終演18：00

演

開場12：30／開演13：00／終演16：00

県内の高校生によるダンス発表会。体育の授業や
部活動において、生徒自らが創作した作品を発表。
料 入場無料
問 熊本県立済々黌高等学校
FULL
☎096-343-6195
（嶋津）

25（金） 白岳 新春寄席

豊かな感性と創造性を育てる表現・ダンスの日頃の
学習成果を発表し、
ダンス学習の向上と発展を図る。
幅広いジャンルのダンスをご鑑賞いただき、
ダンスの
魅力を充分に感じてください。
FULL
料【全席自由】
一般・大学生600円
中学生400円、
小学生300円
問 熊本県女子体育連盟
☎096-364-5161
（熊本学園大学 藤塚）

料

20（日） 平成30年度
第69回熊本県高等学校
ダンス発表会

演

開場12：30／開演13：00／終演16：00

開場17：00／開演18：00／終演20：00

6（日） 仮面ライダースーパーライブ
2019

コ

演

開場18：00／開演18：30／終演20：50

＜出演者＞
柳家小三治
柳家喬太郎
柳家三三
料【全席指定】
4,500円
※当日500円高
問Ｋ
ＫＴエンタープライズ
☎096-363-6655

6

県劇
ぴあ ローソン

ほか

コ

熊本県内の小学生による器楽合奏の演奏会。
料 入場無料
問 熊本県小学校器楽合奏研究会
FULL
☎096-343-1178
（丸目）

2019年度

掲載イメージ

団体の活動内容を、熊本県立劇場HP にて「KENGEKI
「プレイヤーズ」の仲間になりませんか？ぜひ、
この機会に
県立劇場で新たな一歩を！

掲載に関するお問い合わせ
KENGEKI プレイヤーズ・ルーム

検索

http://www.kengeki.or.jp/culturalgroup

1月満車予想カレンダー
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FULL

FULL FULL

子供から大人まで楽しめる吹奏楽、
ステージドリルの演奏。
ゲスト：宮崎県警察音楽隊
料 入場無料 ※ホームページ、
ハガキ、
ＦＡＸにて
事前申し込みが必要
問 熊本県警察本部広報県民課広報係
FULL
☎096-381-0110

26（土） 熊本市民劇場 第399回例会 演
27（日） 加藤健一事務所公演「喝采」

初日を間近に控えた舞台の主演俳優が突然いなくなっ
た。
その代役として、
かつての名優フランクに白羽の矢が
立つ。演出家バーニーの熱烈な説得に負けて引き受け、
長いブランクと酒の誘惑に苦しみながらも、稽古に励む。
妻ジョージーも献身的に夫を支える。 BUS 26日
のみ
料 会員制
問 熊本市民劇場 ☎096-322-0500
（中村）

文化活動支援事業対象公演募集のお知らせ

以下のいずれにも該当する団体のみ申請する
ことができます。

プレイヤーズ・ルーム」
と称して紹介しています。

1

開場13：30／開演14：00／終演16：00

熊本県立劇場で上演される公演を助成します。

熊本県立劇場は、県内の様々な団体にご利用いただいて

熊本県立劇場施設サービスグループ
☎096-363-2233

コ

コ
27（日） 第29回
碧落アンサンブル定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00

今回の演奏会ではアメリカの吹奏楽曲、
ヨーロッパ
の吹奏楽、
ポピュラー音楽といったプログラムを用意
しています。
＜第1部＞ 指揮：前村知宏
フライト
（Ｃ.Ｔ.スミス）
ラベンダーの咲く庭で
（N・ヘス）
シェイクスピア・ピクチャーズ
（Ｎ.ヘス）
＜第2部＞ J.ヴァン＝デル＝ロースト特集 指揮：黒葛原潔
ザ・スワン・オン・ザ・ヒル
管楽器のためのアダージョ
＜第3部＞
料【全席自由】
大人
（中学生以上）
500円
小学生100円 ※未就学児無料
問 碧落アンサンブル ☎090-4585-7453
（四方田）

2/3（日） モーツァルト
歌劇『ドン・ジョヴァンニ』全2幕

（新演出・英語字幕付・日本語上演）

19日 開場9：00／開演9：30／終演16：30
20日 開場8：30／開演9：00／終演16：00

＜第1部＞クラシック
FULL
＜第2部＞ポップス
＜第3部＞ステージマーチングショー
（予定） 県劇
料【指定席】
1,500円
（県劇のみ販売）
ほか
【自由席】1,000円
問 玉名女子高等学校 ☎0968-72-5161
（米田・武田）

います。
その中でも定期的に劇場で練習や公演を行っている

①熊本県内の文化団体
②年間6日以上の施設利用実績がある

26（土） 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

2

February

詳細は外面をご覧ください。

「KENGEKIプレイヤーズ・ルーム」のご紹介

掲載は下記の条件を全て満たす団体に限ります。

…休館日

26日 開場18：00／開演18：30／終演21：10
27日 開場13：00／開演13：30／終演16：10

申請資格

掲載条件

1

January

FULL

(1) 県内に活動の拠点を置き、
営利を目的とし
ない芸術文化団体
(2)利用実績がある団体においては、過去2年
間、
利用使用料の滞納がない芸術文化団体

申請

受付中！

支援の対象とならない公演
前項の規定にかかわらず、
次の各項目のいず
れかに該当するものは、
対象としません。

支援内容
(1) 公演本番当日
（1日分）
の熊本県立劇場ホ
ール使用料相当額
（限度額30万円、
附属
設備使用料を除く）
の助成。
ただし、
公演
終了後に提出される公演実績報告書に基
づき、
収支が黒字の場合は、
助成額の減
額や取り消しとなる場合があります。
(2（
) 公 財）
熊本県立 劇場広報 媒体による公
演の周知広報

(1) プロの芸術家個人または団体による興行
もしくはリサイタル等
(2)政治的または宗教的な普及宣伝活動と認
められる公演
(3) 特定の企業の広報・宣伝活動を伴う公演
支援の対象となる公演
(4) チャリティー事業等で寄付等を伴う公演
支援の対象となる公演は下記のいずれにも (5)学校関連行事やカルチャー教室等による
申請方法
該当する公演です。
内部の発表会的な公演で、
広く県民の鑑
支援事業申請書に必要事項を記入の上、
持
賞を目的としない無料の公演
(1) 2019年4月1日から2020年3月31日まで
参または郵送にてご提出
く
ださい。
に熊本県立劇場で行われ、
熊本県立劇場 (6)本事業に3年連続で採択された団体によ
申請書のダウンロード、
募集内容の詳細はホ
る公演
から使用許可を受けている公演
ームページを
ご覧
く
ださい。
内容がふさわしくないと認められる
(2)県内の文化団体・サークル等が主催し、
広 (7)その他、
http://www.kengeki.or.jp
公演
く県民の鑑賞を目的とした有料の公演で、
熊本県立劇場のコンサートホール又は演
申請期限 2019年1月10日
お問い合わせ・送付先
（木）必着
劇ホールの特性を十分に活かすことので
※持参の場合は1月10日
（木）
午後7時までに
（公財）
熊本県立劇場 文化活動支援事業担当
きる音楽・舞踊・演劇等の公演
熊本県立劇場１Ｆ事務所までお持ちください。
〒862-0971 熊本市中央区大江2-7-1 ☎096-363-2235

