
中止・延期一覧（コンサートホール、演劇ホール、大会議室）

4月1日～30日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

1 コンサートホール 4月2日 (木) 令和2年度 九州中央リハビリテーション 学院　入学式 中止

2 大会議室 4月2日 (木) 令和２年度 熊本県私立幼稚園連合会安全研修会 中止

3 コンサートホール 4月3日 （金） 令和2年度　熊本学園大学　入学式 中止

4 コンサートホール 4月4日 (土) 令和2年度 熊本大学・大学院入学式 中止

5 コンサートホール 4月5日 (日) 令和2年度 熊本高等専門学校入学式 中止

4月5日 (日)

4月6日 （月）

7 コンサートホール 4月7日 (火) 令和２年度 熊本県立大学 入学式 中止

8 演劇ホール 4月7日 (火) 学校法人未来創造学園 熊本電子ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門 学校・熊本ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 合同入学式 中止

9 大会議室 4月8日 （水） 令和２年度　第1回熊本県文化懇話会 世話人会　熊本県文化協会理事会 パレアへ会場変更

10 コンサートホール 4月11日 (土) くまもと復興国際音楽祭 延期

11 演劇ホール 4月11日 (土) 岡村　靖幸　コンサート 延期

12 コンサートホール 4月12日 (日) ＥＳＰ熊本指導会 Ｒ3.4/3へ延期

13 演劇ホール 4月12日 (日) 渡辺　美里　コンサート 中止

14 コンサートホール 4月18日 (土) 第35期　熊日ニューウーマンカレッジ第1回
R3.3/20へ延期

熊本城ホール

15 演劇ホール 4月18日 (土) ＳＣＡＮＤＡＬ　コンサート 中止

16 コンサートホール 4月19日 (日) サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー 交響楽団 中止

17 演劇ホール 4月19日 (日) 第２１回 ピカケスタジオ発表会 中止

18 演劇ホール 4月24日 （金） 令和２年度　ＪＡ共済普及推進大会 中止

19 演劇ホール 4月25日 （土） 山崎まさよしコンサート 延期

20 演劇ホール 4月26日 (日) 熊本市子ども劇場4月定例鑑賞会 人形劇団 むすび座｢チト～みどりのゆびをもつ少年～｣ Ｒ3.7/4へ延期

21 コンサートホール 4月29日 （水） 熊本市民吹奏楽団　第37回定期演奏会 中止

22 演劇ホール 4月29日 （水） ＧＥＴ　ＵＰ！！　Ｖｏｌ.４ WORLD WIDE FESTIVAL 中止

熊本市民劇場 第406回例会 エイコーン「愛の讃歌ーピアフ」 Ｒ3.9/7～8へ延期6 演劇ホール



5月1日～31日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

1 演劇ホール 5月2日 （土） 私立恵比寿中学　コンサート 延期

5月3日 (日)

5月4日 （月）

3 演劇ホール 5月3日 (日) 熊工ＯＢウインドアンサンブル グリーンコンサート2020 Ｒ3.5/3へ延期

4 コンサートホール 5月5日 （火） 熊本ウインドオーケストラ 第32回定期演奏会 中止

5 演劇ホール 5月5日 （火） 吉本お笑いライブin熊本 2020 中止

6 コンサートホール 5月6日 （水） 熊本県立済々黌高等学校吹奏楽部　第43回 定期演奏会 中止

7 コンサートホール 5月9日 （土） 飯塚電機工業株式会社 創立70周年記念式典 中止

8 大会議室 5月9日 （土） 熊本県私立幼稚園連合会　キャリアアップ研修Ⅰ－③ 中止

9 コンサートホール 5月10日 (日) 第109回　熊響定期演奏会 中止

10 演劇ホール 5月10日 (日) 三浦祐太朗 Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ 2020 “Blooming Hearts” 中止

11 大会議室 5月10日 (日) 大津キリスト教会　熊本プレイズ 中止

12 コンサートホール 5月16日 （土） 第35期　熊日ニューウーマンカレッジ （第2回）
R3.3/7へ延期

熊本城ホール

5月16日 （土）

5月17日 (日)

14 コンサートホール 5月17日 (日) 熊本を音楽で応援♪ ハウス食品グループファミリーコンサート 中止

15 大会議室 5月20日 （水） 熊本県建築士会　建築士定期講習 中止

16 コンサートホール 5月23日 （土） 第22回九州音楽コンクール 「受賞記念コンサート」 中止

17 演劇ホール 5月23日 （土） 嵐圭史・全国縦断感謝公演 真山青果「玄朴と長英」 中止

18 コンサートホール 5月24日 (日) 福嶋 由記 ソプラノリサイタル R3.6/20へ延期

19 コンサートホール 5月27日 （水） ベルリン・フィル八重奏団 中止

5月28日 （木）

5月29日 （金）

5月30日 （土）

21 コンサートホール 5月31日 (日) 第70回　熊本県合唱祭
R3.3/7へ延期

市民会館シアーズ夢ホール

22 演劇ホール 5月31日 (日) 熊本市民劇場第407回例会　劇団民藝 「グレイクリスマス」 延期

第32回　熊本県高等学校総合文化祭 中止

第30回　コーラスワークショップ in くまもと 中止

ＤＲＵＭ ＴＡＯ 2020　新作舞台 「 祭響 Saikyo 」 9/10~11へ延期13

20

2 コンサートホール

コンサートホール等

演劇ホール



6月1日～30日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

1 演劇ホール 6月1日 （月） 熊本市民劇場第407回例会　劇団民藝 「グレイクリスマス」 延期

2 コンサートホール 6月6日 （土） 横山幸雄 ピアノコンサート Ｒ3.6/6へ延期

3 コンサートホール 6月7日 (日) 第31回 熊本北高等学校吹奏楽部定期演奏会 延期

4 演劇ホール 6月7日 (日) 鼓童×ロベール・ルパージュ 中止

5 大会議室 6月9日 （火） 熊本県人権擁護委員連合会第67回総会 中止

6 コンサートホール 6月12日 （金） KG style fes″Say Hello″ （九州学院 震災復興フェス） VOL.3 中止

6月13日 （土）

6月14日 (日)

6月13日 （土）

6月14日 (日)

9 大会議室 6月13日 （土） キャリアアップ研修Ⅰ－ ① 中止

10 演劇ホール 6月19日 （金） 令和2年度　社会保険事務説明会 中止

11 コンサートホール 6月20日 （土） 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ 第42回サマーコンサート 中止

12 演劇ホール 6月20日 （土） 令和2年度 公益社団法人熊本県看護協会 通常総会・職能別交流集会 中止

13 大会議室 6月20日 （土） 熊本県小学校合唱教育研究会　課題曲講習会 中止

14 コンサートホール 6月21日 (日) 熊本シンフォニックウインズ 第25回定期演奏会 Ｒ3.6.27へ延期

15 演劇ホール 6月21日 (日) 熊本ハワイアン音楽協会 第8回記念公演 延期

16 コンサートホール 6月25日 （木） 平成音楽大学ブラスオーケストラ2020演奏会 中止

6月25日 （木）

6月26日 （金）

18 コンサートホール 6月27日 （土） 西部方面音楽隊　定期演奏会 中止

19 演劇ホール 6月28日 (日) Ｓｏｎａｒ　Ｐｏｃｋｅｔ 全国ツアー　熊本公演 中止

20 大会議室 6月28日 (日) 第２７回高野会研究発表会 中止

株式会社ヤマックス第57回定時株主総会 本社で開催

バンドフェスタ2020 中止

表千家同門会総会並びに一般講習会 Ｒ3.3/30~31へ延期

7 コンサートホール

8 演劇ホール

17 演劇ホール



7月1日～31日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

1 演劇ホール 7月3日 （金） 第50回　熊本県精神障がい者家族大会 中止

2 演劇ホール 7月4日 （土） 第28回「アフリカの子どもの日」 in Kumamoto 中止

3 大会議室 7月4日 （土） 園を活性化させる次世代リーダーの養成研修会 中止

4 コンサートホール 7月5日 （日） 第15回 熊本高校吹奏楽部 BPコンサート 中止

5 演劇ホール 7月5日 （日） DANCE EXPRESS in 熊本8 中止

7月14日 （火）

7月16日 （木）

7月17日 （金）

7 コンサートホール 7月18日 （土） 第35期　熊日ニューウーマンカレッジ （第3回） 中止

7月18日 （土）

7月19日 （日）

9 コンサートホール 7月12日 （日） 第64回熊本県吹奏楽コンクール及び 第65回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 中止

7月23日 （木）

7月24日 （金）

7月25日 （土）

7月26日 （日）

7月27日 （月）

7月28日 （火）

7月29日 （水）

7月30日 （木）

7月31日 （金）

演劇ホール 済々黌高等学校　進路講演会 中止6

コンサートホール8

中止第64回熊本県吹奏楽コンクール及び 第65回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選コンサートホール等10

ふるさとの宝を！コンサート　Vol.3 9/24~25へ延期



8月1日～31日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

8月1日 （土）

8月2日 （日）

8月5日 （水）

8月6日 （木）

8月7日 （金）

8月5日 （水）

8月6日 （木）

8月10日 （月）

8月11日 （火）

5 コンサートホール 8月17日 （月） 第30回 グレンツェンピアノコンクール熊本予選 中止

6 コンサートホール 8月22日 （土） 第35期　熊日ニューウーマンカレッジ（第4回） 中止

7 コンサートホール 8月23日 （日） 岩下榛華・的場悟史・河村飛鳥 ジョイントコンサート 中止

9月1日～30日

No. 施設 開催日 曜日 行事名 中止・延期

1 コンサートホール 9月6日 （日） 第12回 日本フルートフェスティバル inくまもと 来年へ延期

2 コンサートホール 9月10日 （木） 全営業職員研鑽会 中止

3 演劇ホール 9月20日 （日） 熊本市民ふるさと芸能文化祭 中止

4 コンサートホール 9月27日 （日） Enseｍble　Labo. Kumamoto　第14回演奏会 中止

※今後変更になる場合がございます、ご了承下さい。なお、詳細につきましては主催者へお問い合わせ下さい。

創立35周年記念公演 第26回田中バレエコンサート 来年に延期

中止第16回 南九州小編成吹奏楽コンテストコンサートホール4

二分間の冒険 中止演劇ホール3

コンサートホール2 第87回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール～熊本県コンクール～ 中止

演劇ホール1


