
       

※当日券は500円UPです ※未就学児の入場はご遠慮ください

広告

チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院
日露交歓コンサート2018

日時 9月23日（日）　開場13：30　開演14：00
会場 山鹿市民交流センター文化ホール
料金【全席自由】入場無料（要事前申し込み）※未就学児の入場はご遠慮ください
出演 レオニード・ボムステイン（テノール）、セルゲイ・ガラクチオーノフ（ヴァイオリン）
 　キリル・ロディン（チェロ）、ナターリャ・スクリャービナ（ソプラノ） ほか
主催 会協流交楽音際国）社公（、社公興振域地市鹿山）財一（、場劇立県本熊）財公（、県本熊
申込期間 7月1日（日）～8月25日（土）必着（往復ハガキによる申込。詳細はお問い合わせください）
問い合わせ 山鹿市民交流センター ☎0968-43-1081

世界的に有名な音楽家を輩出し続ける、チャイコフス
キー記念国立モスクワ音楽院。その卒業生や研修生
をはじめとする国際的音楽家が山鹿にやってきます！

入場無料！

2017年京都公演より

今年もやります、県劇盆踊り！
迫力の生演奏で盆踊りを楽しみましょう！
食べ物ブースのほか、輪投げなどなど、ゲームコーナーや
お楽しみ抽選会もあります。ご期待下さい！

昨年の盆踊りの様子

ようこそ広場へ 県劇盆踊り 参加
無料！

日時 8月14日（火）　
　　　  17：30～
会場 コンサートホールホワイエ （雨でも開催）
出演 唄／三音麻央、三味線／山中裕史、囃子／美鵬直三朗
　　　  牛深ハイヤ保存会、中山民俗舞踊・中山芳保会
　　　 ましきっずプレイヤーず
問い合わせ 熊本県立劇場 ☎096-363-2233

87大会議室大
AugustJuly

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

7・8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。

…休館日

7月満車予想カレンダー
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FULL FULL FULL FULLFULLFULL FULL FULL FULLFULL FULL FULL FULL FULL

熊本シンフォニックウインズ
第23回定期演奏会

開場13：00／開演13：30／終演16：30
＜第1部＞
　 スター・パズル・マーチ
　 アルメニアン・ダンス Part1 
　 ラプソディ・イン・ブルー
＜第2部＞
　 Paradise Has No Border
　 ドラえもん 
　 サウンド・オブ・ミュージックメドレー ほか
※指揮者体験コーナー、ステージ体感コーナーなど、
その他にも楽しい企画が盛りだくさん。子どもから大
人まで楽しめるコンサート。
料 入場無料
問熊本シンフォニックウインズ
　☎096-339-8997（中ノ森）

7/1（日） コ

第26回
「アフリカの子どもの日」 
in kumamoto

開場13：15／開演13：50／終演17：00
開会を記念してアフリカジェンベ、必由館高校の和
太鼓演奏。アフリカ駐日大使による基調講演・パネ
ルディスカッション、ホワイエでは参加のアフリカ諸国
からの留学生と熊本の学生生徒の交流会。
料 入場無料
問熊本県ユニセフ協会 
　☎096-362-5757（保田）

7（土） コ

第42回 
ピティナ・ピアノコンペティション 
熊本地区本選・九州デュオ

3日　開場9：50／開演10：30／終演20：00
４日　開場9：50／開演10：30／終演20：00
5日　開場9：50／開演10：30／終演20：00
問（一社）全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
　熊本支部（ピアノハープ社内）
　☎096-386-8248（石飛）

8/3（金）
～5（日）

第28回 
グレンツェンピアノコンクール 
熊本予選

  9日　開場10：00／開演10：30／終演17：20
10日　開場10：00／開演10：30／終演17：40
問グレンツェンピアノ研究会
　☎0995-22-4158

9（木）
10（金）

第62回 
熊高音楽会

開場13：00／開演13：30／終演16：20
問 熊本高等学校音楽部
　☎096-371-3611（桐田）

11（土・祝）

熊本ユースシンフォニー
オーケストラ 
第50回定期演奏会

開場14：15／開演15：00／終演16：40
問 熊本ユースシンフォニーオーケストラ事務局
　☎096-382-8772（山口）

12（日）

第44回 
日本看護研究学会

18日　開場8：00／開演9：00／終演17：00
19日　開場8：00／開演9：00／終演16：00
問 学会サポートセンター熊本
　☎096-373-9188（岩永）

18（土）
19（日）

平成31年度 
九州学院入試説明会

開場12：00／開演13：00／終演15：30
問 九州学院高等学校
　☎096-364-6134（藤森）

22（水）

行くぜ！劇場探検隊2018
1回目　開場10：30／開演11：00／終演13：00
2回目　開場14：30／開演15：00／終演17：00
問 熊本県立劇場 
　☎096-363-2233

23（木）

第63回 
九州吹奏楽コンクール

公演時間未定
問 九州吹奏楽連盟
　☎092-481-8251

24（金）
～26（日）

ローマ・イタリア管弦楽団
開場18：00／開演18：30／終演20：30
問ＧＡＫＵＯＮユニティ・フェイス
　☎0985-20-7111

28（火）

ものまね大爆笑スーパーライブ
2018 in 熊本

昼の部　開場13：30／開演14：00／終演16：00
夜の部　開場18：00／開演18：30／終演20：30
問ソワード株式会社
　☎099-223-8005

29（水）

平成30年度 
公正採用選考人権・同和問題 
啓発推進員研修会

開場13：15／開演13：45／終演16：00
問 熊本労働局職業安定部職業安定課
　☎096-211-1703（富田）

30（木）

…休館日

熊本県立済々黌高等学校 
進路講演会

10日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
11日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
13日　開場13：30／開演14：00／終演16：10
料 関係者
問熊本県立済々黌高等学校 進路指導室
　☎096-341-3055（栗山）

10（火）
11（水）
13（金）

コ

FULL

NHK交響楽団演奏会 
熊本公演

開場18：15開演19：00／終演21：00
指揮／ウラディーミル・フェドセーエフ
チェロ／タチアナ・ヴァシリエヴァ
＜曲目＞
　 交響詩「はげ山の一夜」
　  （ムソルグスキー（リムスキー・コルサコフ編））     
　 ロココ風の主題による変奏曲 作品33
　  （チャイコフスキー）     
　 交響曲第5番ニ短調 作品47（ショスタコーヴィチ）
料【全席指定】
　Ｓ席6,000円、Ａ席5,000円
　Ｂ席4,000円、Ｃ席3,000円
問ハローダイヤル
　☎050-5542-8600（8：00～22：00無休）

12（木） コ

FULL

県劇  

ぴあ  ローソン  
ほか

平成30年度 
熊本県合唱コンクール（兼）
第73回九州合唱コンクール熊本県予選

14日　開場  9：00／開演  9：30／終演18：00
15日　開場10：00／開演10：30／終演16：30
熊本県合唱連盟に加盟する小学校、中学校、高校、大学、
職場、一般の団体が日頃の練習の成果を競うコンクール。
料【全席自由】500円
問熊本県合唱連盟事務局
　☎090-2582-7787（山本）

14（土）
15（日）

コ

FULL

ふるさとの宝を！コンサート 
～復興から未来へ～

開場13：30／開演14：00／終演16：00
熊本で育ち国内外で活躍中のえりすぐりの若手音楽
家たちが一同に集うコンサート。文化遺産の再興を願っ
て舞台いっぱい繰り広げられる俊英たちの競演。ヘン
デル、ショパン、ピアソラ、オリジナル曲などクラシックか
らポピュラーまで、多彩なプログラムをお送りします。
料【全席自由】一般2,000円、大学生以下1,000円
問Ｃｏｍｏｄｏ arts project
　☎096-288-4635

16（月・祝） コ

県劇  

ぴあ  ローソン  
ほか

県劇

県劇

県劇

第62回熊本県吹奏楽コンクール及び
第63回九州吹奏楽コンクール
熊本支部予選及び
第14回南九州小編成吹奏楽
コンテスト熊本支部予選

7月8日（日）大学ＢＡパート・職場一般Ａパート
　開場10：00／開演10：30／終演17：00
7月21日（土）
　中学校Ｂパート（1日目） 開場9：00／開演9：30／終演13：15
　中学校Ａパート（1日目） 開演13：25／終演19：05
7月22日（日）
　中学校Ｂパート（2日目） 開場9：00／開演9：30／終演13：05
　中学校Ａパート（2日目） 開演13：15／終演18：40
7月23日（月）
 　中学校Ｂパート（3日目） 開場9：00／開演9：30／終演13：05
　中学校Ａパート（3日目） 開演13：15／終演18：40
7月24日（火）
　中学校Ａパート（4日目） 開場9：30／開演10：00／終演16：45
7月25日（水）
　高校Ｂパート（1日目） 開場9：00／開演9：30／終演13：50
　高校Ａパート（1日目） 開演14：00／終演19：10
7月26日（木）
　高校Ｂパート（2日目） 開場9：00／開演9：30／終演13：35
　高校Ａパート（2日目） 開演13：45／終演18：40
7月28日（土）中学南九州代表選考会・中学九州代表選考会
　開場9：00／開演9：30／終演19：05
7月29日（日）小学校Ａパート
　開場9：00／開演9：30／終演14：05
　高校南九州代表選考会・高校九州代表選考会
　開場14：15／開演14：30／終演20：20
料【全席自由】900円 ※当日100円高
　※7/28（土）・7/29（日）の代表選考会は
　　別途チケットが必要です。
問熊本県吹奏楽連盟 ☎096-356-3271

8（日）
21（土）
～26（木）
28（土）
29（日） コ

FULL 8日   
以外


