チケット販売中！

市民会館事業

KUMAMOTO JAZZ 2018
山下洋輔
スペシャル・ビッグバンド・コンサート

“ FO

Vol.206

YER”

12月15日（土）

開場 17：30 開演 18：00
市民会館シアーズホーム夢ホール
（熊本市民会館）大ホール
○␣ 料金 【全席指定】
…
SS席5,000円、
S席4,000円
A席3,000円、B席2,000円
○␣ 会場 …

全国共同制作プロジェクト

：各席半額
※未就学児の入場はご遠慮ください

（新演出・英語字幕付・日本語上演）
©Eiji Kikuchi

○␣ 出演 … 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド

山下洋輔SBB

（山下洋輔、松本治、金子健、高橋信之介、エリック宮城、木幡光邦、石川広行、高瀬龍一
中川英二郎、今込治、山城純子、池田篤、米田裕也、川嶋哲郎、田中邦和、小池修）
○␣ 曲目 … 山下洋輔作曲・松本治編曲／組曲 山下洋輔トリオ
ラベル作曲・松本治編曲／ボレロ ほか
プレイガイド
※演奏曲目は変更になる場合があります

熊本県立劇場／熊本市民会館／熊日プレイガイド／チケットぴあ
ローソンチケット／チケットドコサ？／蔦屋書店熊本三年坂

○␣ 主催 … 市民会館シアーズホーム夢ホール、
（公財）熊本県立劇場
○␣ 問い合わせ …

チケット販売中！

モーツァルト
歌劇『ドン･ジョヴァンニ』全2幕

市民会館シアーズホーム夢ホール ☎096-355-5235

総監督・指揮

オペラ×ダンスの邂逅。
井上道義と森山開次という二人の異才が放つ、
新たな
「ドン・ジョヴァンニ」
を上演します。
2019年 2月 3日
（日）
開場 14：30 開演 15：00
○␣ 会場 … 演劇ホール
S席8,000円、
A席6,000円
○␣ 料金 【全席指定】
…
○␣ 日時 …

F o y e r 206

：各席3,000円引き
※未就学児の入場はご遠慮ください

ネットワーク事業

林家たい平独演会

熊本文化プログラム

今月開催！

アニメ×歌舞伎×映画×音楽

シネマ歌舞伎
「スーパー歌舞伎Ⅱワンピース」

人気テレビ番組『笑点』でお馴染みの林家たい平
さんが水俣に登場！
○␣ 日時 …

10月 9日（火）

開場 18：00 開演 18：30
○␣ 会場 … 水俣市文化会館 ホール

林家たい平

○␣ 料金 【
… 全席指定】
1,000円 ※未就学児入場不可
○␣ 出演 …

林家たい平
○␣ 主催 （
… 公財）
水俣市振興公社、
（公財）熊本県立劇場
○␣ 問い合わせ … もやい館 ☎0966-62-3120

ネットワーク事業

プレイガイド
水光社本店／もやい館
ブックシティー 一心堂

○␣ 料金 【
… 全席自由】
特別興業料金

一般2,100円、大学生以下1,500円
※3歳以上要チケット ※要事前予約
電気館窓口で当日お支払いください
※料金は、

○␣ 予約方法 …

10月14日（日） 開場 13：15

開演 14：00
あさぎり町須恵文化ホール
○␣ 料金 【
… 全席自由】
一般1,000円、高校生以下500円
○␣ 会場 …

○␣ 出演 …

※当日券は500円UP

指揮／小森康弘、
管弦楽／熊本交響楽団
○␣ 主催 … あさぎり町教育委員会、
（公財）
熊本県立劇場
○␣ 問い合わせ … あさぎり町須恵文化ホール ☎0966-45-5511
託児サービスがあります。
（有料・要事前申込）
※生後6カ月〜小学校低学年対象

【企画・発行】
公益財団法人熊本県立劇場

〒862- 0971 熊本市中央区大江2丁目7番1号
Tel.096 -363 -2233 Fax.096 -371-5246
http://www.kenge ki.or. jp/

12月10日（月） ①10：30〜 ②18：30〜

※開場は、
各回30分前となっております
※各回とも藤原道山尺八ミニライブ付の
スペシャルプログラム
○␣ 会場 … 電気館Denkikan Screen2

熊本交響楽団があさぎり町でお届けする
オーケストラ公演。
ビゼー/歌劇
「カルメン」
前
奏曲や映画音楽など、聴き馴染みのある曲
が盛りだくさんのコンサートです！
○␣ 日時 …

国内外で絶大な人気を集めるマンガ『ONE
PIECE』
の作者、
尾田栄一郎さんの熊本県民
栄誉賞を受け、シネマ歌舞伎「スーパー歌舞
伎Ⅱワンピース」を特別上映します。また、音
楽
（作曲）
を担当した藤原道山さん
（尺八演奏
家）
をお招きしてのミニライブも行います！
○␣ 日時 …

今月開催！

熊本交響楽団 あさぎり公演

特別上映！

熊本交響楽団

プレイガイド

※定員に達し次第締切

○␣ 問い合わせ …

あさぎり町須恵文化ホール
あさぎり町教育委員会
あさぎり町役場各支所

熊本県立劇場では、
児童養護施設の子どもた
ちに生の舞台を鑑賞していただく、
子ども招待
制度
「ぴっころシート」
事業を実施しています。

【編集・制作・印刷】
中央印刷紙工株式会社

〒860 - 0041 熊本市中央区細工町1丁目51番地
Tel.096 -354-4191 Fax.096 -354-4165
http://www.c p p c.co. jp/

熊本県立劇場ホームページ
申込フォーム、
またはお電話での申込
熊本県立劇場
☎096-363-2233

各回、
140名の定員となっております。
ご希望の方はお早めにご予約ください。

協賛

○␣ 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
ドン・ジョヴァンニ／ヴィタリ・ユシュマノフ
【ソリスト】
レポレッロ／三戸大久、
ドンナ・アンナ／高橋絵理
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

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／チケットドコサ？／蔦屋書店熊本三年坂
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世界的なジャズ・ピアニスト山下洋輔をリーダーに、
16名の
日本のトップ・ミュージシャンたちが熊本にやってきます！
○␣ 日時 …

October

熊本県立劇場広報誌

井上道義 さんからのメッセージ

森山開次はこの国の次世代を牽引する舞台人材と思う。
勿
論ダンサーとしての素晴らしい身体能力や、
世界に表現す
るに値する秘めたマグマを持っている。
しかしそれだけで
モーツァルトの超名作ドン・ジョヴァンニの演出を頼んだり
はしない。
なんと言っても、
共演者を丁寧な粘りある、
吸引
©Hikaru.☆
力を持って導く人間性に感銘を受けるからだ。
本当の舞台
人で身体能力と知性と感性を兼ね備えている彼をサポートするのは刺激的だ。
そして今回はもう一つ、
前代未聞の仕掛けがある。
今まで、
原語でなければ、
どんなに
素晴らしい演奏であっても、
「負け組の遠吠え」
であった日本語上演をあえておこない、
言葉と音楽で皆さんの心に入り込もうと目論んでいる。
勿論２人の外国人は日本語が
ペラペラだ。
すでにこの国は充分国際的なのだ。
見た目にも、
聞こえた耳にも、
満足で
きる歌手ばかり！そして意味のある身体表現＝ダンス。
観客が、
勇んで共に舞台から飛び降りたくなる魅力ある歌手ばかりだ。
いざ！
演出・振付

森山開次さんからのメッセージ

「ドン・ジョヴァンニの演出をしないか！」
井上道義さんにそう持ちかけられた時、私は初めてのオペ
ラ演出に慄くどころか、その瞬間からドクドクと発想が湧
き出し、興奮していた。21歳で舞台の世界に飛び込んだ
時、最初に学び踊ったその役が、ドン・ジョヴァンニ役だっ
©Sadato Ishizuka
たことも何かの縁だろう。私の踊りへの欲求は、ドン・ジョ
ヴァンニの生き様に重なる。踊りは求愛。この、踊りへの尽きることない欲望の果て
が、
地獄落ちだとしても構わないと思っている。
身体表現を取り込んだオペラ演出は、
昨今では珍しくないが、
その可能性の追求に果ては無い。
至極の踊るオペラ
「ドン・ジ
ョヴァンニ」
を全力で演出したい。

チケット販売中！

時空を超えて人々に愛される、
かぐや姫のヒミツ。
実力派ぞろいの出演者とともに日本最古の物語文学
「竹取物語」
の再生に挑みます！！
○␣ 日時 …

11月 2日（金） 開場 18：30

開演 19：00
演劇ホール
○␣ 料金 【
… 全席指定】
S席4,000円
（完売）
、A席3,000円
○␣ 会場 …

：各席半額
※未就学児の入場はご遠慮ください

○␣ 構成・演出 …

小野寺修二 ○␣ 脚本 … 平田俊子
○␣ 音楽 … 阿部海太郎 ○␣ 企画・監修 … 野村萬斎
○␣ 出演 … 小林聡美、
貫地谷しほり、小田直哉（大駱駝艦）
崎山莉奈、藤田桃子、古川玄一郎（打楽器奏者）
佐野登
（能楽師 宝生流シテ方）
○␣ 助成 （
… 一社）
全国モーターボート競走施行者協議会
（一財）
地域創造

©久家靖秀

プレイガイド

貫地谷しほり
（左）
、
小林聡美
（右）

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

発行日：２０１8年9月20日
※掲載内容は9月15日現在のものです

各プレイガイド
電話番号

熊本県立劇場 ☎096-363-2233／熊本市民会館 ☎096-355-5235／熊日プレイガイド ☎096-327-2278／チケットぴあ ☎0570-02-9999
ローソンチケット ☎0570-084-008／チケットドコサ？ ☎096-288-4635 http://comodo-arts.com／蔦屋書店熊本三年坂 ☎096 -212-9111

※割引チケットの取扱については、
各プレイガイドにご確認ください。

：25歳以下の方を対象とした割引があります。

：障がい者の方を対象とした割引があります。
（熊本県立劇場のみの取扱）

