
32演劇ホール
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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

2・3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。

演 …休館日

舞台照明改修工事について

ホームページ バナー広告募集

熊本県立劇場は、熊本県の保全計画に基づきコンサートホール及び
演劇ホールの舞台照明改修工事を平成31年2月4日から平成31年3
月13日まで施工いたします。

これまでの舞台照明設備、機器の改修は、3度行っています。コンサート
ホールでは、平成4年度に照明機器やコンセント、平成26年度に調光
卓や調光器盤、演劇ホールでは平成15年度に調光卓、調光器盤を中
心にそれぞれ改修を実施しました。

照明機器（スポットライト）を旧式から最新機器に更新することで、発光
効率及び明るさの向上を図るとともに、一部LED機器の導入による照
明演出の向上及び発熱量の低減による舞台環境の改善を図ります。

今回の改修工事は、舞台の見えない工事が主となるため、外観上はほ
とんど変わらない工事となりますが、演出方法、利便性の向上を目的と
しています。貸出停止期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協
力をお願いします。

…休館日

2月の駐車場利用について 駐車場の入庫規制や満車情報はありません。

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）

開場14：30／開演15：00／終演18：30
井上道義×森山開次による、至極の踊るオペラ！全編
日本語による上演です。
＜出演＞
総監督・指揮／井上道義
演出・振付／森山開次
管弦楽／九州交響楽団
合唱／ラスカーラ・オペラ合唱団

【ソリスト】
ドン・ジョヴァンニ／ヴィタリ・ユシュマノフ
レポレッロ／三戸大久　
ドンナ・アンナ／髙橋絵理
騎士長／デニス・ビシュニャ
ドン・オッターヴィオ／金山京介
ドンナ・エルヴィーラ／鷲尾麻衣
ツェルリーナ／小林沙羅
マゼット／近藤圭

料【全席指定】
 S席8,000円、A席6,000円
　※25歳以下、障がいのある方3,000円引き
　※障がい者割引は熊本県立劇場のみの取り扱い
問熊本県立劇場 
 ☎096-363-2233

2/3（日） 演

県劇
ぴあ ローソン

ほか

熊本県立劇場ホームページ（http://www.
kengeki.or.jp/）のトップページに掲載するバナー
広告を募集しています。

公演の宣伝、メンバー募集、団体PR等、芸術文
化に興味がある方が集う劇場ホームページのバ
ナー広告を広報ツールとしてぜひご利用ください。

※平成29年度の月間アクセス数（トップページ）は、
　平均約19,000ページビューです。

お問い合わせ・お申し込み
熊本県立劇場　☎096-363-2233

広告の規格

【サイズ】 縦54px×横170px
　　　　（広告位置はホームページ下部）
【形式】 JPEG・GIF
　　　　（但しアニメーション不可）
【データ容量】 5KB以下
【料金】 5,000円／月（税込）

横170px

縦
54pxバナー広告 工事期間 平成31年2月4日～平成31年3月13日

貸出停止施設 コンサートホール・演劇ホール
工事内容 舞台照明機器の全面改修（スタンド等関係機材を含む）

クリスチャン・ツィメルマン 
ピアノリサイタル

開場18：15／開演19：00／終演21：00
問 熊本県立劇場 
 ☎096-363-2233

3/14（木）

県劇
ぴあ ローソン

ほか

BUS

コ

立川談春独演会2019
開場18：00／開演18：30／終演21：00
チケット完売
問キョードー西日本 
☎0570-09-2424（平日・土曜 11：00～17：00）

14（木）

BUS

演

平成30年度 
尚絅大学･尚絅大学短期大学
部卒業式

開場13：45／開演14：30／終演15：30
問 尚絅大学･尚絅大学短期大学部 
 ☎096-338-8840（松本）

15（金） 演

第9回 熊本市立清水中学校
吹奏楽部定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
問 熊本市立清水中学校吹奏楽部 
 ☎096-345-2753（笠井）

17（日） 演

平成30年度 
JA熊本県女性大会

開場9：00／開演9：40／終演15：30
問 部報広しらく域地 会合連･会央中本熊AJ  
 ☎096-328-1026（倉田）

18（月） 演

大会議室大

東京藝術大学音楽学部 
早期教育プロジェクト2018
in熊本

16日11時からは30分のランチタイムコンサートあり。
詳細は表面をご覧ください。
問熊本県立劇場
 ☎096-363-2233

16（土）
17（日） 大

東京藝大ウィンドオーケストラ
熊本復興特別演奏会

開場15：00／開演15：30／終演17：15
問熊本県立劇場 
　 ☎096-363-2233

17（日）
コ

「歌い継ぎ、語り継ぐ、たおやかな
日本のこころ」 
フォレスタコンサートin熊本

開場13：30／開演14：00／終演16：00
問 KABイベント ☎096-359-9051
 （平日10：00～17：00）
 九州労音 ☎0952-26-2351
 （平日10：00～18：00）

18（月）

県劇
ぴあ ローソン

ほか

コ

藤原道山 尺八コンサート
「竹の宴」

開場18：30／開演19：00／終演21：00
問 熊本友の会 ☎096-372-8903
 ☎070-7645-3374
（第2、第4火曜日 10：00～15：00）

20（水）

県劇
ほか

コ

こまつ座 第126回公演 
イーハトーボの劇列車

20日　開場18：00／開演18：30／終演21：30
21日　開場12：30／開演13：00／終演16：00
問 KABイベント ☎096-359-9051
 （平日10：00～17：00）
 ピクニックチケットセンター

）00：71～00：11日平（ 0338-9353-050☎

20（水）
21（木・祝）

県劇
ぴあ ローソン

ほか

演

平成30年度 熊本県立大学
卒業式･大学院学位記授与式

開場9：50／開演10：20／終演11：45
問 熊本県立大学 ☎096-383-2929（総務課 八十川）

21（木・祝） コ

東海大学付属熊本星翔高校
吹奏楽部 第28回定期演奏会

開場17：00／開演17：30／終演20：00
問 東海大学付属熊本星翔高校吹奏楽部 
 ☎096-382-1146（市原･村手･永野）

21（木・祝） コ

平成30年度 
熊本学園大学学位記授与式

開場9：15／開演10：00／終演11：00
問 熊本学園大学 ☎096-364-5161（秋吉・新福）

22（金） コ

平成30年度 
熊本高等専門学校
卒業式・修了式

開場9：00／開演10：00／終演11：35
問 熊本高等専門学校 
 ☎0965-53-1211（出良（いでら））

23（土） コ

第14回 熊本高校吹奏楽部
BPコンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：10
問 熊本高校 
 ☎096-371-3611（井上・本田・髙木）

24（日）

県劇
ほか

コ

平成30年度 
熊本大学卒業式･修了式

開場9：30／開演10：00／終演11：30
問 熊本大学総務部総務課 
 ☎096-342-3117（廣田）

25（月） コ

第30回 東稜高校吹奏楽部
定期演奏会

開場17：30／開演18：00／終演20：00
問 熊本県立東稜高等学校 
 ☎096-369-1008（薮内）

25（月） コ

第29回 
熊本市立必由館高等学校
音楽会

開場13：30／開演13：45／終演16：30
問 熊本市立必由館高等学校 
 ☎096-343-0236（鹿子木）

27（水） コ

熊本学園大学付属
中学高等学校吹奏楽部
第28回定期演奏会

開場17：30／開演18：00／終演20：00
問 部楽奏吹校学等高学中属付学大園学本熊    
 ☎096-371-2551（松浦・前田）

28（木） コ

第38回 熊本県立第一高等学校
合唱団 定期演奏会

開場18：00／開演18：30／終演20：45
問 熊本県立第一高等学校合唱団 
 ☎096-354-4933（大原）

29（金）
コ

熊本県立第二高等学校
吹奏楽部 
第42回定期演奏会

開場15：00／開演15：30／終演18：00
問 熊本県立第二高等学校吹奏楽部
 ☎096-368-4125（南）

30（土） コ

第19回 お花見コンサート
開場13：30／開演14：00／終演16：10
問 ☎096-372-1846（岩代）

31（日） コ

熊本市民劇場
第400回例会 
前進座『裏長屋騒動記』

30日　開場18：00／開演18：30／終演21：10
31日　開場13：00／開演13：30／終演16：10
問 熊本市民劇場 
 ☎096-322-0500（中村）

30（土）
31（日）

演

BUS 30日
のみ

コンサートホール
シャンデリアとスポットライト

演劇ホール
サスペンションライトとボーダーライト

コンサートホール
フロントサイドスポットライト

演劇ホール
ステージサイド用スポットライト

バナー掲載位置

コ

ほか


