竹取

今月開催！

共催事業

第57回
熊本県新人演奏会

日本最古の物語文学
「竹取物語」
を新たな解釈で紐解きながら、
マイムや能の要素を取り入れ創作された舞台
「竹取」
をお楽しみください！

今月開催！

音楽の道を志して活動している熊本県出身または在住の
新人演奏家による才能あふれる演奏をお楽しみください。
○␣ 日時 …

11月4日
（日）
開場 17：45 開演 18：15

○␣ 会場 … コンサートホール
○␣ 出演 …

プレイガイド

管打楽器／今村恵菜、尾下香織、北村祥平
浜崎歩、原恵梨子
弦楽器／園屋直樹
声楽／青木萌乃、金戸愛香、松永藍
ピアノ／鳥居美月、松浦結花、吉野百花
○␣ 主催 … 熊本県文化協会
○␣ 共催 … 熊本県、
熊本市
熊本県教育委員会
熊本市教育委員会
（公財）熊本県立劇場
（株）熊本日日新聞社
（株）熊本放送
○␣ 助成 （
… 一財）
熊本放送文化振興財団
○␣ お問い合わせ … 熊本県文化協会事務局
☎096-383-0600 プレイガイド

熊本県立劇場

熊本県立劇場

©久家靖秀

○␣ 日時 …

11月2日
（金）

貫地谷しほり
（左）
、
小林聡美
（右）

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
F o y e r 207

関連企画

高校生のための
JAZZ Workshop

ジャズのトップアーティスト達による圧巻の
ステージをお届けします！

ンド」
の一員でもある松本治さんによる、
ジャズワーク
ショップの聴講生を募集しています。
松本さんの熱血

12月15日（土） 開場 17：30

開演 18：00
○␣ 会場 … 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

指導で、
高校生たちの演奏はどう変化するのか？貴重
な機会をお見逃しなく！ワークショップの最後には松
本さんのミニコンサートも行います！
○␣ 日時 …

©Eiji Kikuchi

○␣ 出演 … 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド

山下洋輔

○␣ 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

○␣ 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
市民会館シアーズホーム夢ホール
☎096-355-5235

○␣ 問い合わせ …

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/

今月
開催！

トロンボーン奏者で、
「山下洋輔スペシャル・ビッグバ

：各席半額
※未就学児の入場はご遠慮ください

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

〒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/

11月10日（土）

9：00〜11：40
（8：45受付開始）
市民会館シアーズホーム夢ホール
（熊本市民会館）
大会議室
○␣ 聴講料 … 無料
（定員150名）
○␣ 会場 …

※事前申し込みは不要です。
当日直接会場へお越しください
※未就学児の入場はご遠慮ください
○␣ 対象者 … ジャズに興味があればどなたでも
○␣ 講師・出演 … 松本治
（トロンボーン）

野本秀一
（ピアノ）
○␣ 問い合わせ …

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

クリスチャン・ツィメルマン
ピアノリサイタル

11月9日（金）！
チケット発売

現代最高のピアニスト、
クリスチャン・ツィメルマンが待望の
来熊！鶴屋百貨店と県立劇場が再びタッグを組んでお贈り
するスペシャルプログラムです。
2019年 3月14日
（木）
開場 18：15 開演 19：00
○␣ 会場 … コンサートホール
○␣ 日時 …

©2018 Bartek Barczyk

○␣ 料金 【
… 全席指定】
SS席9,000円、
S席7,000円

クリスチャン・ツィメルマン

A席6,000円、
B席4,000円

プレイガイド

：B席のみ2,000円

熊本県立劇場／鶴屋東館3Fクラシックサロン
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？
大谷楽器上通本店／蔦屋書店熊本三年坂

※未就学児の入場はご遠慮ください

○␣ 曲目 … プログラム近日発表！
○␣ 主催 …

鶴屋百貨店、
（公財）
熊本県立劇場

全国共同制作プロジェクト

チケット販売中！

対談

井上道義 森山開次

（新演出・英語字幕付・日本語上演）

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

○␣ 日時 …

YER”

モーツァルト
歌劇『ドン･ジョヴァンニ』全2幕

チケット販売中！

市民会館事業

Vol.207

鶴屋百貨店・熊本県立劇場 共同企画

○␣ 料金 【
… 全席自由】
1,000円

市民会館シアーズホーム夢ホール
☎096-355-5235
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熊本県立劇場広報誌

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 …

“３つのチャレンジ”から、
新しいオペラの創造へ

Kaiji
Moriyama

ー今回の企画が実現に至
った経緯を教えてください。

©Hikaru.☆

井上 『ドン・ジョヴァンニ』
を誰とやろう

森山 女性を通して、これまでとは違うド

が森山さんでした。僕が音楽監督をして

基本的に、僕は物事をダブルミーニング

いた石川県立音楽堂の邦楽ホールでよく

（二重定義）でとらえたいので、地獄落ち

かという時、冒険したいと思いついたの

：各席3,000円引き
※未就学児の入場はご遠慮ください

○␣ 出演 … 総監督・指揮／井上道義

ン・ジョヴァンニ像を描き出したいですね。

クリエイションをしていて、
嘘のない仕事

にしても、生きるとか生まれ落ちるとか、

ぶりが印象的だったんです。

そういうことに繋がるかもしれないとも

森山 井上さんとご一緒できるのが楽し

考えています。
ー今回は、
全編日本語上演です。

みでなりません。
歌手の方々やオーディシ

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

Michiyoshi
Inoue

ョンで選んだ10人の女性ダンサー達と

井上 僕は40年前から少しずつ日本語

共に、作品全体を豊かに作っていきたい

上演にチャレンジしてきましたし、イタリ

と思っています。

ア語を解さない森山さんに縦横無尽に演

ー演出のイメージはどのように？

出をしてもらうには、
やはり日本語がいい

森山

女性の胎内をイメージしていま

だろう、と。今は毎晩頭を悩ませながら、

す。
胎内にドン・ジョヴァンニがいて、
それ

聴き取りやすい言葉を探しています。
今回

をドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラ

は、演出を踊りの方がやる 日本語のオ

とツェルリーナが彼を取り囲んでいる。

ペラをやる ロシア人やウクライナ人が出

井上 この作品の真の主役は女性３人

演する という３つの挑戦がある。
お客さ

です。
女性は誰でも彼女達のような部分

んもこの挑戦を楽しんでほしいですね。

を持っている。女性ダンサーは、ドン・ジ

森山 チラシに
「オペラ×ダンスの邂逅」

ョヴァンニの内面も表すだろうけれど、
何

とありますから、ダンスが添え物になら

プレイガイド

よりも女性達の内面を表現してくれるで

ないよう、
大いに出会い直し、
マエストロ

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

しょう。だって、それこそが、ドン・ジョヴ

から多くを学びながら、自分なりの表現

ァンニを地獄に落とすのだから。

をしてきたいですね。

（取材・文：高橋彩子）

発行日：２０１8年10月20日
※掲載内容は10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
鶴屋東館3Fクラシックサロン ☎096 -327-3707／大谷楽器上通本店 ☎096 -355 -2248／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）

