
      

藤扇流発表会
  01 ：61演終／00：01演開／  03  ：９場開

＜一部＞
華姿舞、佐渡の恋唄、大雪山、大忠臣蔵　など
＜二部＞
長唄新曲「夕顔」、春宴の舞、赤垣源蔵　など
特別出演：藤扇流三代目 藤扇舞華

料 料無場入  
問 会の本熊 流扇藤  
　☎090-4343-7002（松原）

20（土） 演

赤池優 
ソプラノリサイタル 
～歌の翼～

開場18：30／開演19：00／終演21：00
＜曲目＞
歌の翼に（Ｆ.メンデルスゾーン）
野ばら（Ｆ.シューベルト）
すみれ（Ｗ.A.モーツァルト）
五木の子守唄（熊本県民謡）

料【指定席】
 ＳＳ席5,000円
 ＳＳ席ペア9,000円
 Ｓ席4,000円
 Ｓ席ペア7,000円
 Ｓ席高校生以下1,500円

】席由自【   
 一般3,000円
 ペア5,000円
 高校生以下1,000円 ※当日500円高
問ラスカーラ・オペラ協会事務局 
 ☎096-273-9426
 ☎090-4513-5937

20（土） コ

デメーテル男声合唱団
創立70周年記念事業
「JAMCA熊本」演奏会

  00  ：61  演終／00：31演開／00：21  場開
日本男声合唱協会（JAMCA)会員が熊本地震復
興祈念の為全国から集結！！大合唱が熊本を元気
づけます。
料【全席自由】
 一般1,000円、大学生以下500円
問 JAMCA熊本 
 ☎090-3199-2004（江原）
 ☎080-1798-8668（岡本）

7（日） コ

54演劇ホール

May
April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

4・5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。

県劇
ほか

県劇
ほか

演
大会議室大

4月満車予想カレンダー
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…休館日 …休館日

平成31年度 
熊本学園大学入学式

開場9：15／開演10：00／終演11：30
料関係者
問熊本学園大学 
 ☎096-364-5161（秋吉・新福）

3（水） コ

平成31年度 
熊本大学･熊本大学院入学式

開場9：30／開演10：00／終演1１：30
料関係者
問熊本大学総務部総務課 
 ☎096-342-3117（廣田）

4（木） コ

平成31年度 
熊本高等専門学校入学式

開場9：00／開演10：00／終演12：30
料関係者
問熊本高等専門学校 
 ☎0965-53-1211（出良 いでら）

5（金） コ

平成31年度 
九州中央リハビリテーション
学院入学式

開場9：00／開演9：30／終演10：30
料関係者
問九州中央リハビリテーション学院 
 ☎096-322-2200（大村）

5（金） 演

平成31年度 
熊本県立大学入学式

開場9：40／開演10：00／終演11：00
料関係者
問熊本県立大学 
 ☎096-321-6605（源嶋 げじま）

8（月） コ

くまモン音楽祭
開場12：15／開演13：00／終演15：00
＜オープニング＞
くまモン音楽祭スペシャルバンド
＜第1部＞
佐渡裕氏による公開吹奏楽クリニック
＜第2部＞
スーパーキッズ・オーケストラ オンステージ
＜フィナーレ＞
くまモン音楽祭スペシャルバンドと
  スーパーキッズ・オーケストラの共演
料入場無料
　※要事前申込み（募集は締め切りました）
　※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）
問熊本県立劇場 
 ☎096-363-2233

14（日） コ 熊本を音楽で応援♪
ハウス食品グループ
ファミリーコンサート　
～名作アニメを観ながら聴く、
はじめてのオーケストラ体験～

開場13：00／開演14：15／終演16：00
＜第1部＞オーケストラ・アカデミー　
～クラシックの名曲を気軽に楽しく～

四季より「春」第1楽章 ほか
＜第2部＞名作！アニメ・コンチェルト！！
～映像を観ながら生オーケストラを楽しむ～
ミッキーマウス「ミッキーの青春手帳」
トムとジェリー「ワルツの王様」 ほか
料【全席指定】Ｓ席3,000円
 A席2,000円、Ｂ席1,000円
問BEA ☎092-712-4221
（月～金11：00～18：00、第2・第4土11：00～15：00）

21（日） コ

第20回 
ピカケスタジオ発表会

開場13：00／開演13：30／終演16：00
1年間、練習に励んできた200余名のハワイアンフラ
とタヒチアンダンスの成果を発表。今回、ハワイの指
導者タミー・シルバさんをゲストに招いて開催。
料入場無料
問ピカケスタジオ ☎096-343-1510（井上）

21（日） 演

第五回演奏会 
男声合唱団 KGC 
滝本泰三先生追悼コンサート

  03：61演終／03：31演開／00：31場開
Ⅰ.滝本泰三先生追悼ステージ
Ⅱ.男声合唱名曲集
ゲストステージ
Ⅲ.中島章利ロシア歌曲編曲集
Ⅳ.男声合唱組曲「月光とピエロ」

料【全席自由】
 一般1,000円、高校生以下500円
問（携帯メール）ｓ.ｋ.1955－nyan@docomo.ne.jp

pj.en.nco.retipuj@3onawak）ルーメCP（   

28（日） コ

H3 UD Dance Festival 
Vol.12

開場13：00／開演13：30／終演16：00
障がい者と健常者が同じ舞台で、ダンスの披露をする発
表会。インストラクターによるダンスショーやヨガやエアロビ
クスなど、様 な々ジャンルの発表があり楽しめる内容です。
料【指定席】2,500円

円000,2】席由自【   
問エイチスリーウエルネス ☎096-365-6403（益田）

28（日） 演

熊本市民吹奏楽団 
第36回定期演奏会

開場12：30／開演13：30／終演16：30
＜第1部＞
セドナ序曲（S.Reineke）
2019年度 吹奏楽コンクール課題曲より
　吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より

）yekcaM.J（  
＜第2部＞
英国式金管バンドとの共演
オリエント急行（P.Sparke）
＜第3部＞
ポップステージ
「平成」名曲大集合
料【全席自由】
 一般・大学生1,000円
 中・高校生500円
 小学生以下無料
問熊本市民吹奏楽団 
 ☎090-5191-8238（大西）

29（月・祝） コ

劇団カッパ座
オズのまほうつかい　
～幕を開けると魔法の世界～

開場12：30／開演13：00／終演15：00
「信じる事」がテーマ。人と力を合わせて物事を進める
時、お互いの個性を認め協力し合い相手を信じる。そ
んな心の大切さに目を向けた作品です。誰でもみんな
良いところは持っているが自分自身では気が付いてい
ない部分もあるのではないでしょうか。ドロシーたちと一
緒にあなたにも自分自身の良さを探してみませんか？
料【全席自由】
 おとな（中学生以上）2,500円
 こども（3歳～小学生）1,500円
 ※当日500円高
問熊本カッパ友の会 
 ☎096-372-6670（田中）

29（月・祝） 演

第30回 
熊本北高等学校吹奏楽部
定期演奏会

問熊本北高等学校吹奏楽部 
 ☎096-338-1110（荒木）

3（金・祝）

熊工ＯＢウインドアンサンブル 
グリーンコンサート2019

問熊工ウインドアンサンブル 
 ☎090-8836-1496（工藤）

3（金・祝）

熊本ウインドオーケストラ　
第31回定期演奏会

問熊本ウインドオーケストラ 
 ☎096-233-2090（山口）

5（日・祝）

熊本県立濟々黌高等学校
吹奏楽部 
第42回定期演奏会

問熊本県立濟々黌高等学校吹奏楽部 
 ☎090-3798-9640（奥田）

6（月･振）

第107回 
熊響定期演奏会

問熊本交響楽団 
 ☎090-4772-9090

12（日）

amazarashiコンサート
問キョードー西日本
☎0570-09-2424（平日・土曜 11：00～17：00）

12（日）

ＤＲＵＭ ＴＡＯ 2019　
ザ・ドラマーズ

問テレビ熊本事業部 
 ☎096-351-1140（平日9：30～17：30）

18（土）
19（日）

第21回 九州音楽コンクール
「受賞記念コンサート」

問九州音楽コンクール実行委員会 
 ☎096-282-0506

25（土）

ohashiTrio 
HALL TOUR 2019

問 BEA ☎092-712-4221
（月～金11：00～18：00、第2・第4土11：00～15：00）

25（土）

第69回 
熊本県合唱祭

問熊本県合唱連盟事務局 
 ☎090-2582-7787（山本）

26（日）

第31回 
熊本県高等学校総合文化祭

問 盟連化文校学等高県本熊  
　☎096-285-1344（志垣）

31（金）
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ほか
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プレイガイド
大谷楽器 ほか

オハイエくまもと設立10周年記念
音楽がつなぐ命のコンサート

「音楽の力でバリアフリー」を目指して設立された
「オハイエくまもと」の設立10周年記念演奏会です。

日時 6月2日（日）  開場13：15　開演14：00
会場 コンサートホール
料金【指定席】2,500円
  【自由席】1,500円、 障がい者・学生（小学生以上）500円
出演 舘野泉（ピアノ）、月足さおり（ピアノ）
 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）
 オハイエくまもと音楽隊＆大林由紀（シンガーソングライター）

主催 オハイエくまもと
  設立10周年記念コンサート実行委員会
共催（公財）熊本県立劇場
問い合わせ NPO法人オハイエくまもと 
 　　    ☎096-325-3533

舘野泉

共催事業


