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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

9・10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。
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演 …休館日 …休館日

第60回熊本県芸術文化祭
オープニングステージ「邦楽」
流れゆく水、炎の躍動
―熊本の大地によせて―

開場14：30／開演15：00／終演17：15
尺八演奏家	藤原道山を音楽監督に迎え、邦楽の
概念を超えたステージを創作。
料【全席指定】
　S席2,000円、A席1,000円
　※25歳以下、障がいのある方半額
問熊本県立劇場	☎096-363-2233

9/2（日） 演

ビートたけし	ほぼ単独ライブ	
くまもと公演

開場18：30／開演19：30／終演21：15
東京で5回開催した「ビートたけし	ほぼ単独ライブ」
の初めての地方開催。
出演者：ビートたけし、井手らっきょ、
　　　　　〆さばアタル、アル北郷
料チケット完売
問KABイベント（平日10：00～17：00）	☎096-359-9051

4（火）
コ

踊りと歌のつどい
開場11：30／開演12：00／終演16：00
踊りと歌の発表会。
料 入場無料
問子飼地区“踊りと歌のつどい”実行委員会
　☎096-343-4812（下川）

7（金） 演

ザ★紅白対抗
国際アマチュアフルート
アンサンブルコンテスト

開場18：00／開演18：30／終演20：00
料 入場無料
問日本フルートフェスティバルinくまもと
　実行委員会事務局	☎096-382-8772（山口）

8（土） 大

第11回	日本フルート
フェスティバルinくまもと

開場13：30／開演14：00／終演16：00
熊本県内を中心に140名のフルーティストが集合し
てのフルートオーケストラの演奏会。
第1部／アンサンブルコンテスト受賞団体演奏
第2部／<ポピュラーステージ>
　 　 　 　    スターウォーズのテーマなど映画音楽
第3部／<クラシックステージ>
　 　 　 　    交響詩フィンランディア（シベリウス）																				
　 　 　 　    交響曲第6番「田園」より第1楽章（ベートーヴェン）
料【全席自由】1,000円
問日本フルートフェスティバルinくまもと
　実行委員会事務局	☎096-382-8772（山口）

9（日） コ

陸上自衛隊第8音楽隊	
ふれあいコンサート

開場13：30／開演14：00／終演16：00
後援会設立15周年記念となる今年のふれあいコン
サート。第8音楽隊の素晴らしい演奏とバラエティに
富んだ企画でお客様に夢と希望を提供します。
料 入場無料	
　※要往復ハガキによる事前申し込み
問陸上自衛隊第8音楽隊後援会
　☎090-5386-5593（事務局長	池田）

15（土） コ

THE	EMPTY	STAGE
開場13：30／開演14：00／終演17：00
吉本興業を代表する芸人たちが「即興」をテーマに
「ワンマントークショー」と「即興コントショー」の2部
構成でお届けする新しいエンターテイメントステージ。
料【全席指定】7,000円
問テレビ熊本事業部
　☎096-351-1140

15（土） 演

熊本市立帯山中学校吹奏楽部	
第23回定期演奏会

開場18：30／開演19：00／終演21：20
1年間の集大成の演奏会
＜曲目＞
シネマシメリック	 2018年課題曲
学園天国	ほか
料 入場無料
問帯山中学校吹奏楽部後援会
　☎080-3451-9805（齊藤）

16（日）
コ

熊本市民劇場第397回例会
青年座公演「横濱短篇ホテル」

17日　開場18：00／開演18：30／終演21：00
18日　開場13：00／開演13：30／終演16：00
作／マキノノゾミ
演出／宮田慶子
横浜の老舗ホテルを舞台に二人の女性の年代記を
綴る。一人は女優、一人は脚本家にとそれぞれの夢
に向かってひたすらに生きる姿を七つの物語として
描く。
料 会員制
問熊本市民劇場
　☎096-322-0500（中村）

17（月・祝）
18（火）

演

アリス＝紗良・オット	
ピアノ・リサイタル

開場18：15／開演19：00／終演21：00
＜曲目＞
ベルガマスク組曲（ドビュッシー）
ノクターン	第1番変ロ短調Op.9-1、第2番変ホ長
調Op.9-2、第13番ハ短調Op.48-1（ショパン）
バラード第1番ト短調Op.23（ショパン）
夢想（ドビュッシー）
グノシエンヌ第1番、第3番、ジムノペディ第1番（サティ）
夜のガスパール（ラヴェル）
料【全席指定】S席4,500円、A席3,500円
			B席2,500円	※当日500円高
問KABイベント（平日10：00～17：00）
　☎096-359-9051

20（木） コ

不思議の国のアリス

21日　開場18：40／開演19：00／終演20：15
22日　開場12：40／開演13：00／終演14：15
　　　 開場16：10／開演16：30／終演17：45
不思議でゆかいなダンサーたちが、アリスの世界に勢
ぞろい。扉のむこうは摩訶不思議でナンセンス奇想
天外オドリだす！
料チケット完売
問熊本県立劇場	☎096-363-2233

21（金）
22（土）

演

熊本市立西原中学校吹奏楽部	
第31回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
第1部／クラシック、オリジナル曲
第2部／ポップス
料 入場無料
問熊本市立西原中学校	☎096-383-6124（福島）

22（土）
コ

文徳高校吹奏楽部
オータムコンサート2018

開場13：00／開演13：30／終演16：00
第1部／クラシック＆オリジナル
第2部／スタジオジブリ
　　　　	「SUPER	SOUND	COLLECTION」
料 入場無料
問文徳高校吹奏楽部	☎096-354-6416（遠山）

23（日） コ

熊本市民ふるさと芸能文化祭
開場10：00／開演10：30／終演16：20
熊本学園大学のギター演奏、舞踊、歌謡曲（カラオ
ケ）、大正琴演奏、フラダンス、手話ダンス	ほか
料 入場無料
問熊本市民ふるさと芸能文化祭実行委員会
　☎096-366-2932（荒木）

23（日） 演

NHK熊本児童合唱団	
第14回定期演奏会

開場13：30／開演14：00／終演16：30
Ⅰ部／NHK熊本「クマロク！」童謡これくしょん
　　　	日中平和友好条約締結40周年記念上海公演
　　				『茉莉花（モリファ）』、『夜来香（イエライシャン）』
Ⅱ部／石牟礼道子さんを偲んで「しゅうりりえんえん」より
　　　	有機水銀	ほか
Ⅲ部／ミュージカル「アラジン」
料【全席自由】1,000円
問NHK熊本児童合唱団
　☎090-3666-1092（春日）

24（月・振） コ

第4回	ピリケアロハ熊本	
チャリティーフラコンサート

開場12：00／開演13：00／終演16：00
ピリケアロハ熊本の会員（14ハラウ）と福岡、大分よ
り2ハラウを交えてのハワイアンフラ・タヒチダンス。ま
た、ゲストにKAULANA（カウラナ）を迎えてのチャリ
ティフラコンサート。
料【全席自由】1,000円
問ピリケアロハ熊本広報
　☎090-2967-9159（岳野）

24（月・振） 演

夢のスター歌謡祭
開場12：30／開演13：00／終演15：00
出演予定：橋幸夫、黒沢年雄、おりも政夫、ロザンナ、
平浩二、チェリッシュ	ほか
料【全席指定】PS席7,344円、SS席6,264円
問夢グループ	
　☎0570-064-724

28（金） 演

西日本ハワイアン協会	
第4回熊本地区フラフェスティバル

29日　開場10：00／開演10：30／終演17：00
30日　開場10：00／開演10：30／終演17：30
会員によるフラダンス、タヒチアンダンスの発表会
料【全席自由】1,500円	※当日200円高
問西日本ハワイアン協会	
　☎096-342-6670（山口）

29（土）
30（日）

コ

熊本シティオペラ協会公演
～志鳥音楽賞受賞記念～
オペラ「蝶々夫人」<全3幕>

開場13：30／開演14：30／終演17：15
蝶 さ々んの一途な純愛と悲劇！叙情豊かな旋律美で
描く感動のオペラ！！
料ＳＳ席10,000円、ＳＳペア割18,000円、
　Ｓ席8,000円、Ｓペア割15,000円
　Ａ席7,000円、自由席5,000円、
　学生席（Ｓ・Ａ・自由各3,000円引）
　※当日各1,000円高	※学生は25歳以下
問熊本シティオペラ協会公演事務局
　☎080-2713-5717

30（日） 演

第62回ＲＫＫ熊本県小学校
器楽合奏コンクール

問 RKKイベント（平日10：00～12：00、13：00～17：00）
　☎096-328-5525

10/6（土）
8（月・祝）

清永雅也ワンマンＬＩＶＥ	
絶体絶命

問 清永雅也製作チーム	☎050-6869-8988

6（土）

DANCE	EXPRESS	
in熊本6

問サカイキタガワダンス教室
　☎096-326-5432

8（月・祝）

第51回ＲＫＫ熊本県中学校
器楽合奏コンクール

問 RKKイベント（平日10：00～12：00、13：00～17：00）
　☎096-328-5525

13（土）

九州ハワイアン協会	
第30回熊本地区
フラフェスティバル

問 九州ハワイアン協会
　☎096-359-3738（片岡）

13（土）
14（日）

立川志の輔独演会
問 KABイベント
　☎096-359-9051（平日10：00～17：00）

18（木）

平成30年度	
第21回尚絅コンサート

問 尚絅中学・高等学校
　☎096-366-0295（林・川上）

20（土）

第19回	アートダンス
フェスティバル2018

問 熊本プロダンスインストラクター協会
　☎096-381-6288（伊藤）

20（土）

熊本民謡研究会
45周年記念公演

問 熊本民謡研究会	
　☎096-389-4316（藤本）

21（日）

ルーテル学院音楽会2018
問ルーテル学院中学高等学校
　☎096-343-3246（総務部	西山）

27（土）

熊日ストリートダンスコンテスト
2018

問 熊本日日新聞社	☎096-361-3383

27（土）

第21回	
日本太鼓ジュニアコンクール
熊本県大会

問（公財）日本太鼓財団熊本県支部・熊本県太鼓連合
　☎090-8669-6315（坂口）

28（日）

東京大衆歌謡楽団
問テレビ熊本事業部
　☎096-351-1140

15（月）

今月開催！

�日時 � 9月20日（木）　開場 18：15　開演 19：00
�会場 � コンサートホール
�料金 �【全席指定】S席4,500円、A席3,500円、B席2,500円
 　※当日500円UP ※未就学児の入場はご遠慮ください
�主催 � KAB熊本朝日放送
�共催 �（公財）熊本県立劇場
�問い合わせ � KABイベント ☎096-359-9051
 　　  （平日10：00～17：00）

プレイガイド
熊本県立劇場／熊日プレイガイド／チケットぴあ
ローソンチケット／イープラス／チケットドコサ？
大谷楽器

アリス＝紗良・オット

アリス＝紗良・オット
ピアノリサイタル

共催事業

ⓒEsther Haase / 
   Deutsche Grammophon

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

18

県劇  

ほか

BUS 17日   
のみ 

県劇  

ぴあ  ローソン  

ほか

県劇
ほか

県劇  

FULL BUS

4

FULL

FULL

FULL

FULL

県劇  

ほか

管弦楽と
マンドリンオーケストラのための
「ミューズの森」

問 熊本マンドリン協会事務局	
　☎096-383-5714

21（日）

県劇

ザ・シンフォニエッタ	
第31回演奏会

問ザ・シンフォニエッタ
　☎090-7383-4953（クープス）

14（日）

県劇

大会議室大

2018	九州のうたごえ祭典
in熊本

問 九州のうたごえ祭典in熊本実行委員会
　☎090-9473-8130（井上）

7（日）

県劇


