
       

1211演劇ホール

アンケートご協力の御礼とご報告
『Ｑ. 県劇オリジナルグッズ、あなたが欲しいのは？？？』

DecemberNovember
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

11・12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。

11月満車予想カレンダー
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演

陸上自衛隊第8師団 
第43回定期演奏会

問 陸上自衛隊第8師団司令部総務課広報室
　☎096-343-3141（内線3455、3447）

7（金）

熊本市子ども劇場12月鑑賞会 
人形劇「おやゆびひめ」

問 熊本市子ども劇場 
　☎096-356-9282（東坂）

7（金）

15週年記念
熊本ミュージックアーティスト
バレエスクール発表会

問 KMAバレエ ☎096-288-3161

9（日）

熊本市民劇場 第398回例会 
劇団NLT「毒薬と老嬢」

問 熊本市民劇場 
　☎096-322-0500（中村）

2（日）
3（月）

平成音楽大学2018 
華麗なる音楽の祭典

問 学校法人御船学園 平成音楽大学
　☎096-282-0506（演奏課）

3（月）

第44回 
九州アンサンブルコンテスト
熊本支部予選

問 熊本県吹奏楽連盟 
　☎096-356-3271（後藤）

8（土）
9（日）

この度は、ほわいえ10月号に掲載したアンケートに多数の
方からご回答いただき、ありがとうございました。いただいた
貴重なご意見は、今後の県劇オリジナルグッズ製作の参
考にさせていただきます。アンケートの集計結果を簡単で
はございますが、報告させていただきます。ご回答いただき
ました方には県劇オリジナルクリアファイルを10月25日ごろ
より順次発送させていただきます。楽しみにお待ちください。

全国福祉行脚in熊本 祝30周年 
緑川久美オンステージ

開場12：30／開演13：00／終演16：00
いろは座舞踊ショー。
特別ゲスト：永井裕子

料【ブロック指定】地階席6,000円
　1階席5,000円、 2階席（自由席）3,000円
問緑川音楽事務所 
　☎080-1713-8727（緑川）

16（金）
演

第28回 
グレンツェンピアノコンクール
熊本本選

開場未定／開演未定／終演未定
幼児～一般対象。
料 入場無料
問グレンツェンピアノ研究会 
　☎0995-22-4158（白坂）

17（土） コ第54回 
熊本市民コーラス交歓会

開場9：30／開演10：00／終演16：00
熊本市民合唱団体協議会に加盟する28団体の
コーラス発表。チェリスト、石垣博志氏によるチェロの
演奏。
料 入場無料
問熊本市民合唱団体協議会 
　☎090-3324-6225（林田）

11/2（金） コ

FULL

おもしろコンサート2018
開場13：00／開演13：30／終演15：30
歌、あそび、体操、絵本の朗読等。子どもも大人も一
緒に楽しめるコンサート。 
出演者：新沢としひこ、中川ひろたか、鈴木翼

料【全席指定】3,000円（4歳以上）
問おもしろコンサートの会 
　☎090-8419-5634（甲斐）

3（土・祝） 演

FULL

第57回 熊本県新人演奏会
開場17：45／開演18：15／終演21：10
オーディション合格者による演奏会。
料【全席自由】1,000円
問熊本県文化協会事務局 
　☎096-383-0600

4（日） コ

FULL

第51回 熊日学生音楽コンクール
合唱本選

開場10：00／開演10：30／終演15：40
熊本県内の小学校・中学校を対象とした合唱コン
クール。
料 入場無料 ※1階：関係者席、2・３階：自由席
問熊本日日新聞社事業局 
　☎096-361-3383（野口・丁畑）

23（金・祝）
コ

FULL

第33回 
熊本県女声合唱フェスティバル

開場10：00／開演10：30／終演16：30
おかあさんコーラスの発表会。熊本県おかあさんコー
ラス連盟に加盟する31団体の各々が、日頃練習を
行ってきた合唱曲の演奏を披露する。県内最大規模
の女声合唱演奏の祭典。
料 入場無料 ※入場整理券必要
問熊本県おかあさんコーラス連盟 
　☎090-4999-7768（平江）

11（日） コ

FULL

ＫＭＡ室内合奏団 
第6回定期公演

開場13：00／開演14：00／終演16：00
＜曲目＞ 
動物の謝肉祭（サン＝サーンス） 
チェロ協奏曲（サン＝サーンス）：チェロ 北口大輔
序奏とロンドカプリチオーソ（サン＝サーンス）
　　：ヴァイオリン 木野雅之 ほか
料 1階（指定席）2,500円
　2階（自由席）1,500円
問熊本ミュージックアーティスト 
　☎090-4983-1614

3（土・祝） コ

FULL

県劇  

ぴあ   ほか

くまもと2018 
第31回箏曲の祭典

開場12：30／開演13：00／終演16：30
＜プログラム＞ 
こと絵巻（竹田の子守唄･かごめ･花）
白雪姫
ＵＲＵＭＡ Ⅱ ほか

料【全席自由】1,500円、
　高校生以下1,000円
問熊本箏演奏者協会 
　☎090-4353-3308（二宮）     
　☎090-5744-0730（松野）

11（日） 演

FULL

県劇  

ほか

オーケストラで聴く 
～親と子のオペラ鑑賞会Vol.6～ 
オペラ ヘンゼルとグレーテル

開場13：15／開演14：00／終演16：00
初めてオペラをご覧になる方から通の方まで老若男
女幅広くご堪能いただけます。
料 親子ペア券5,000円、大人ペア券6,000円
　一般3,500円、学生（高校生以下）2,500円 
　※当日500円高
問ラスカーラ・オペラ協会 
　☎090-4513-5937（白石）

23（金・祝） 演

FULL

県劇  

ほか

むさしのカンタービレ＃5
開場18：00／開演18：30／終演20：30
武蔵野音楽大学同窓生によるコンサート。ピアノ独
奏、室内楽（トリオ）、女声合唱、ソプラノ独唱、ウィンド
アンサンブル。
料【全席自由】1,000円 
　※当日500円高
問武蔵野音楽大学同窓会熊本県支部 
　☎080-6440-3925（石田）

24（土） コ

FULL

県劇  

ほか

キヨヅカ☆ランド
開場12：45／開演13：30／終演15：30
清塚信也×高井羅人 こんなピアノ連弾見たことない！ 
＜曲目（予定）＞ 
ラ･カンパネラ（リスト） 
無言歌より春の歌op.62-2(メンデルスゾーン） 
Baby、God Bless You（清塚信也） ほか

料【全席指定】 S席4,500円、A席4,000円
　B席3,500円（音大生、高校生以下は1,000円引き） 
　※当日500円高
問大谷楽器 
　☎096-355-2248

25（日） コ

FULL 県劇  

ぴあ  ローソン  
ほか

市川海老蔵 古典への誘い
開場12：30／開演13：00／終演15：00
開場16：00／開演16：30／終演18：30
今年で6年目に突入した「古典への誘い」。全国の

いう想いが募り今回の公演で実現した。十八番の
中で選んだのは、上演が途絶えていた演目を海老蔵
が「ABKAI]で復活させ大きな話題となった『蛇柳』。
古風な中にも新しい感覚を取り入れた舞踊劇にご期
待いただきたい。
料【全席指定】 
　一等席10,500円、二等席8,000円
問KABイベント ☎096-359-9051
　（月～金10：00～17：00）

27（火） 演

そして、サンタ・マリアがいた
―キリシタン復活物語―

開場18：00／開演19：00／終演21：00
1965年3月17日、長崎は大浦天主堂で起きた浦上
のキリシタンとフランス人宣教師との歴史的出会いを
中心に「同じ思いを伝えること」の意義をテーマにし
た約1時間50分の劇。
料【全席自由】一般1,000円、小～中学生500円
問劇団さばと座 
　☎090-8628-5784（林田）

30（金）
演

県劇  

ほか

…休館日 …休館日

そして、サンタ・マリアがいた
―キリシタン復活物語―

問 劇団さばと座 
　☎090-8628-5784（林田）

12/1（土）

県劇

サムライ･ロック･オーケストラ
熊本公演
「マッスルファンタジー 
  オズの魔法使い」

開場16：15／開演17：00／終演19：15

な肉体･生演奏･プロジェクションマッピングで紡ぐ勇
気と冒険の物語。
料【全席指定】7,000円、
　こども（小学生のみ）4,500円 
　※未就学児1名まで膝上鑑賞可 
　※当日500円高
問SRO運営事務局（サムライ・ロック・オーケストラ内） 
　☎03-5738-5438（平日11：00～18：00）

4（日）

演

FULL

県劇  ぴあ  

ローソン  ほか
現代能楽集「竹取」

開場18：30／開演19：00／終演20：30
チャーミングで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。
料【全席指定】
　Ｓ席4,000円（完売）
　Ａ席3,000円
　※25歳以下、障がいのある方半額
問熊本県立劇場 ☎096-363-2233

2（金） 演

FULL

県劇
ほか

BUS

第106回 熊響定期演奏会
開場13：15／開演14：00／終演16：00
＜曲目＞ 
交響曲第93番ニ長調（ハイドン） 
ホルン協奏曲第3番変ホ長調（モーツァルト） 
交響曲第4番ホ短調（ブラームス）

料 指定席1,800円
　自由席（一般）1,500円
　自由席（学生）1,000円
問熊本交響楽団 ☎090-4772-9090

18（日） コ

県劇  

ほか

4

笑福亭鶴瓶落語会 
Tour2018

開場18：00／開演18：30／終演未定
落語の面白さを伝えるべく毎年開催している落語会
が今年も熊本で決定！
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）

19（月） 演

6

熊本復興への道
日本舞踊 伝承の会

開場9：30／開演10：00／終演16：00
長唄：杵屋利光、杵屋勝国社中　
常盤津：常盤津初勢太夫、常盤津文字蔵社中
囃子：福原百之助社中

料【指定席】S席（B階）8,000円、A席（1階）6,000円
　自由席（2階）4,000円
問熊本県文化協会事務局 ☎096-383-0600

25（日）

FULL

演

第43回 全国高等学校
総合文化祭音楽専門部 
熊本県代表選考会

問 熊本県高等学校文化連盟音楽専門部
　☎096-368-4125（第二高校 南）

14（金）

熊本大学体育会吹奏楽部 
第47回定期演奏会

問 熊本大学体育会吹奏楽部
　☎080-8574-8868（永野）

15（土）

熊本大学フィルハーモニー
オーケストラ 
第55回定期演奏会

問 熊本大学フィルハーモニーオーケストラ
　☎080-8352-1984（西村）

16（日）

第22回 熊本県高等学校文化連盟 
吹奏楽専門部新人コンクール

問 熊本県高等学校文化連盟吹奏楽専門部
　☎096-384-1551（熊本商業高校 藤本）

20（木）

第3回 鎮西高等学校
「ダンスコース」卒業公演
The Best Stage 
～High School Last Dance～

問 鎮西高等学校 ☎096-364-8176（小嶋）

21（金）

琉球國祭り太鼓EISAカラハーイ羅針盤
熊本支部15周年記念公演

問 琉球國祭り太鼓熊本支部事務局 
　☎080-4658-1828

22（土）

COSMIC RECITAL 52nd
問 熊本学園大学スイングバンド研究部
　☎080-1777-1432（松島）

23（日・祝）

DRUM TAO　
時空旅行記 FINAL

問 TAO事務局
　☎092-721-2015（平日10：00～19：00）

13（木）

県劇

熊本県民第九の会 
第35回演奏会
ベートーヴェン 第九

問 熊本県民第九の会事務局
　☎090-2851-1007

23（日・祝）

県劇

ボールペン
40％

絵はがき・付箋
25％

タオル・ハンカチ
15％

缶バッジ
ピンバッジ
　 5％

その他（チケットホルダー・
県劇ロゴシールなど）
　15％

いざな

※年末年始の休館日：12/29～1/3


