3・4月の催し物情報
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。

熊日プレイガイド

☎096-363-2233
☎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）

大 大会議室

☎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

コ

開場18：15／開演19：00／終演21：00

※詳細は外面をご覧ください。
BUS
FULL
料【全席指定】
SS席9,000円
S席7,000円、A席6,000円
県劇
B席4,000円
ぴあ ローソン
※B席のみU25割 2,000円
ほか
問 熊本県立劇場 ☎096-363-2233

14（木） 立川談春独演会2019

演

開場18：00／開演18：30／終演21：00

「国立演芸場花形演芸会大賞」
を始め、数々の賞を
受賞。古典落語の名手で「新世代の名手」
と評され
る話芸をお聞き逃しなく！
FULL
料 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）
大
16（土） 東京藝術大学音楽学部
早期教育プロジェクト2018
in熊本

開場10：40／開演11：00／終演11：30

11：00～ヴァイオリニスト齋藤碧による30分のランチ
タイムコンサート。
料 入場無料
問 熊本県立劇場 ☎096-363-2233

17（日） 東京藝大ウィンドオーケストラ
熊本復興特別演奏会
コ
開場15：00／開演15：30／終演17：00

＜出演＞
 東京藝大ウィンドオーケス
トラ  
指揮／大井剛史
 玉名女子高等学校吹奏楽部  
指揮／米田真一
 早期教育プロジェク
ト受講生のみなさん
料 入場無料 ※要事前申込
問 熊本県立劇場 ☎096-363-2233

17（日） 第9回 熊本市立清水中学校
吹奏楽部定期演奏会

演

開場13：00／開演13：30／終演16：00

＜第1部＞クラシック曲
 マゼランの未知なる大陸への挑戦
 フェニックス～時を超える不死鳥の舞い など
＜第2部＞ポップス曲
 若人の心  宝島 など
料 入場無料
問 熊本市立清水中学校吹奏楽部
☎096-345-2753（笠井）

（※要Lコード）

コ
18（月） 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

BS日テレ「BS日本･こころの歌」
でおなじみ男女混
声コーラスグループ「FORESTA]が、
日本の清々し
い歌声とたおやかなハーモニーで日本のこころを届
けます。
料
【全席指定】5,800円
ぴあ ローソン
問 KABイベント
☎096-359-9051（平日10：00～17：00）ほか
九州労音
☎0952-26-2351(平日10：00～18：00）

20（水） 藤原道山 尺八コンサート
「竹の宴」

コ

開場18：30／開演19：00／終演21：00

ソロ演奏はもちろん、自身がプロデュースする尺八アンサン
ブル「風雅竹韻」では一糸乱れぬアンサンブルを披露しま
す。また、デビュー15周年を迎えたマリンバ奏者「SINSKE」
氏を迎えクラシックやポップス、
オリジナル曲をお届けします。
料 指定席4,000円、
自由席一般3,500円、
自由席学生
（小学生～高校生）1,500円
※当日500円高
県劇
問 熊本友の会
ほか
☎096-372-8903（第2、第4火曜日 10：00～15：00）
☎070-7645-3374

20（水） こまつ座 第126回公演
21（木・祝） イーハトーボの劇列車

演

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

―これは、井上ひさしが愛してやまない日本語に、不
思議でかわいらしく、輝くような生命を与えてくれた、
あ
る岩手花巻人の評伝劇―
県劇
料
【全席指定】8,500円
ぴあ ローソン
問 KABイベント
ほか
☎096-359-9051（平日10：00～17：00）
ピクニックチケットセンター
☎050-3539-8330（平日11：00～17：00）

21（木・祝） 東海大学付属熊本星翔高校 コ
吹奏楽部 第28回定期演奏会
開場17：00／開演17：30／終演20：00

＜第1部＞クラシックステージ、OB･OG合同ステージ、
リバ
ティーファンファーレ、組曲「シェイクスピア･ピクチャーズ」ほか
＜第2部＞オリジナルステージ、
生徒考案･脚本による
音楽劇“夢への挑戦～A story of the Future～”
＜第3部＞マーチングステージ“THE MASK OF ZORRO”
料 入場無料
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）

24（日） 第14回 熊本高校吹奏楽部
BPコンサート

3

4

5

6

7

8

開場13：30／開演14：00／終演16：10

25（月） 第30回 東稜高校吹奏楽部
定期演奏会

FULL

FULL FULL FULL

コ

開場17：30／開演18：00／終演20：00

＜1部＞
コンクールで演奏される吹奏楽オリジナル曲を演奏
＜2部＞
OB･OGや合唱部とのコラボレーションで「ヤングマン」は
じめ、懐かしさあり、お馴染みありの楽しいポップスステージ
＜3部＞
「In the screen」
と題した映画音楽
料 入場無料
問 熊本県立東稜高等学校
☎096-369-1008（薮内）

27（水） 第29回 熊本市立必由館
高等学校音楽会

コ

開場13：30／開演13：45／終演16：30
 1.コールいてふ
（同窓会）
 2.音楽部  3.箏曲部

 4.吹奏楽部  5.和太鼓部

同窓会や本校音楽関係部活が日頃の成果を発表します。
料 入場無料
問 熊本市立必由館高等学校 ☎096-343-0236
（鹿子木）

28（木） 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 コ
開場17：30／開演18：00／終演20：00

中高生による吹奏楽の演奏会。
 1部：オープニングステージ
 2部：ポップスステージ
 3部：吹奏楽オリジナルステージ
2019年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅰ～Ⅳ、
M.アーノルド作曲序曲「ピータールー」
をはじめ、部員た
ちによる趣向を凝らしたポップスステージなど盛り沢山
の内容で『ガクフサウンド』
をお届けします！
料 入場無料
問 熊本学園大学付属中学高等学校吹奏楽部
☎096-371-2551（松浦、前田）
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FULL

コ

「BP」
とはスクールカラーの紫紺を意味する「Blueish
P u r p l e 」と、吹 奏 楽 の 仲 間を意 味する「 B a n d
People」
をかけたものです。今回は、
チャイコフスキー
作曲「スラヴ行進曲」
をメインに樽屋雅徳作曲の「天
満月の夜に浮かぶオイサの恋」
や、2019年度吹奏楽
コンクール課題曲、
またポップスやアンサンブルとバラ
エティーに富んだ内容でお送りします。
県劇
料
【全席自由】400円
ほか
※当日100円高 ※未就学児無料
問 熊本高校 ☎096-371-3611
（井上・本田・髙木）

3月満車予想カレンダー
2

…休館日

March

表記の年齢未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

３/14（木） クリスチャン･ツィメルマン
ピアノリサイタル

1

3

※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

FULL

29（金） 第38回 熊本県立第一高等学校
合唱団定期演奏会
コ
開場18：00／開演18：30／終演20：45

三宅悠太先生の女声合唱組曲委嘱初演をはじめ、
今年度の集大成として開催します。
＜曲目＞
Ⅰ. 1・2年生によるアカペラステージ
贈り物／横山潤子、百八歳まで ほか
 Ⅱ. 第一高校清香会音楽教室合唱団
 Ⅲ. ポピュラーステージ
 Ⅳ. 第一高校合唱団OGステージ
 Ⅴ. 全学年によるステージ
女声合唱とピアノのための組曲『空をかついで』／
三宅悠太（第一高校合唱団委嘱組曲初演）
料 入場料500円
問 熊本県立第一高等学校合唱団
☎096-354-4933（大原）

30（土） 熊本県立第二高等学校吹奏楽部
第42回定期演奏会
コ
開場15：00／開演15：30／終演18：00

＜第1部＞吹奏楽部オリジナルステージ
吹奏楽コンクール2019年度課題曲より
『鳥の石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話』
ほか
＜第2部＞ゲストステージ 第二高校箏楽部
＜第3部＞バラエティステージ
料 入場無料
問 熊本県立第二高等学校吹奏楽部
☎096-368-4125（南）

30（土） 熊本市民劇場第400回例会 演
31（日） 前進座公演
『裏長屋騒動記』

4/7（日） デメーテル男声合唱団
創立70周年記念事業
「JAMCA熊本」演奏会
問

JAMCA熊本 ☎090-3199-2004（江原）
☎080-1798-8668
（岡本）
県劇

…休館日

4

April

21（日） 熊本を音楽で応援♪
～名作アニメを観ながら聴く、
はじめてのオーケストラ体験～
ハウス食品グループ
ファミリーコンサート
BEA ☎092-712-4221
（月～金 11：00～18：00、
第2・4土 11：00～15：00）

問

14（日） くまモン音楽祭
問

熊本県立劇場 ☎096-363-2233

20（土） 赤池優 ソプラノリサイタル
～歌の翼～
問

問

藤扇流 熊本の会 ☎090-4343-7002（松原）

21（日） 第20回
ピカケスタジオ発表会
問

28（日） H3 UD Dance Festival
Vol.12
問

ラスカーラ・オペラ協会事務局
☎096-273-9426 ☎090-4513-5937

20（土） 藤扇流 熊本の会発表会

ピカケスタジオ
☎096-343-1510（井上）

県劇

エイチスリーウェルネス
☎096-365-6403（益田）

29（月・祝） 熊本市民吹奏楽団
第36回定期演奏会
問

熊本市民吹奏楽団
☎090-5191-8238（大西）

県劇

29（月・祝） 劇団カッパ座熊本公演
「オズのまほうつかい」
問

熊本カッパ友の会
☎096-372-6670（田中）

県劇

共催事業

オハイエくまもと
第10回 とっておきの音楽祭

応援して
います！

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
 脚本／山田洋次
 演出／小野文隆

 出演／藤川矢之輔、
河原崎國太郎、嵐芳三郎

ほか
横落語の「らくだ」
と「井戸の茶碗」
を題材に山田洋次
監督が前進座に書き上げた人情喜劇。
料 会員制
問 熊本市民劇場
BUS 30日
のみ
☎096-322-0500（中村）

31（日） 東日本大震災・熊本地震
復興支援
チャリティコンサート
第19回 お花見コンサート

コ

開場13：30／開演14：00／終演16：10
 出演／

岩代千加子（指揮･ソプラノ）
岩代和武（司会･テノール 客演）
加茂光信（ピアノ）
合唱なかま「和」
赤とんぼ合唱隊
 賛助出演／天使の園保育園
料 入場無料
問 ☎096-372-1846
（岩代）

第9回とっておきの
音楽祭フィナーレ

熊本県立 劇場は、音楽の力で心のバリアフリーを目指している
「オハイエくまもと」の活動を応援しています。熊本市の街中で、心
温まるステージをご覧いただけます。
どうぞ、
お立ち寄りください。

3月 24日（日）
オープニング 10：15～10：45
ストリート演奏 11：00～15：00
フィナーレ 16：00～17：30
○␣ 会場 「
… 熊本市現代美術館」
○␣ 日時 …

「花畑ひろば」
ほか 熊本市街地

○␣ 出演 …

オハイエくまもと音楽隊
プロ、アマミュージシャン約100団体
そのほか、
特別ゲスト
○␣ 主催 … ＮＰＯ法人オハイエくまもと
○␣ 共催 （
… 公財）
熊本県立劇場
○␣ 問い合わせ … オハイエくまもと事務局
☎096-325-3533

