第1部

エルガー：「威風堂々」第1番 op.39-1
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28 小林美樹（Vn.)
フォーレ：エレジー op.24 上村文乃（Vc.)
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
〜第3楽章 松田華音（Pf.)
ラヴェル：ボレロ

第2部「輝く未来に向かって」
今井光也＝古関裕而：

東京オリンピック・ファンファーレ＝オリンピック・マーチ
ガーシュウィン：歌劇「ポーギーとベス」〜「サマータイム」 坂本 朱(Mez.)
ビゼー：歌劇「カルメン」〜闘牛士の歌
「諸君の乾杯を喜んで受けよう」 ヴィタリ・ユシュマノフ(Bar.)
トロヴァトーレ」〜「穏やかな夜」 小林厚子（Sop.)
ヴェルディ：歌劇「イル・
ヴェルディ：歌劇「アイーダ」〜凱旋行進曲 合唱（Chor.）
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」〜「誰も寝てはならぬ」 樋口達哉（Ten.)
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱付」〜第4楽章
［指揮］曽我大介
［管弦楽］

・

・

［

］森下幸路

［合唱］関西二期会合唱団
［司会］松本志

プレイガイド

（

）

■ イープラス ■ ローソンチケット［L コード：81493］ ■ チケットぴあ［P コード：200-699］
■ 熊本県立劇場 ■ 熊日プレイガイド ■ 大谷楽器
チケット発売中
※車椅子席をご希望のお客様はお問合せ先までお申し込みください

主催：一般社団法人日本クラシック音楽事業協会

共催：公益財団法人 熊本県立劇場

※未就学児のご入場は御遠慮いただいております ※やむを得ない事情により、出演者、曲目、曲順が変更になる場合がございます
※感染症予防対策等の詳細は、公演ホームページをご覧ください

ドコサ注目公演

11/13（土）15:０0 開演

クラシック・キャラバン2021
クラシック音楽が世界をつなぐ
〜輝く未来に向けて〜

@ 熊本県立劇場コンサートホール
＊詳細は左ページをご覧ください

華麗なるガラ・コンサート

最後は、ベートーヴェンの「第九」より第４楽章。熊
本での年末恒例の第九のコンサートが聴けない・
歌えない今、歓喜の歌を心の中でみなさん一緒に
歌いましょう。

出演者も曲目も本当に豪華なガラ・コンサートが、
１１月13日に開催されます！
この公演は、新型コロナ感染拡大の影響で困難な
状況におかれたクラシック音楽業界を活性化させ
るため、
「 一般社団法人日本クラシック音楽事業協
会」が企画し、文化庁「大規模かつ質の高い文化芸
術活動を核としたアートキャラバン事業」の一環と
して、全国13ヶ所１９公演が行われるプロジェクト
です。普段はライバル同士の音楽事務所などがそ
の垣根を取り払い、一丸となってクラシック音楽の
生演奏の素晴らしさを全国各地に届けます。

▶ 出演者が豪華！
！
注目の若手からトップアーティストまで多彩なソ
リストをはじめ、関西二期会合唱団も出演。
オーケ
ストラは今回のために特別編成された精鋭メン
バーによるもの。熊本では通常なかなかありえな
い顔ぶれと人数です！

▶ プログラムが豪華！
！

コロナ禍だからこそ実現した
「華麗なるガラ・コン
サート」。感染症対策もしっかりと行いながら開催
されます。クラシックが初めての方も、しばらく
ホールから足が遠のいていたみなさんも、生演奏
に心震えるひとときをぜひお楽しみください。

エルガー「威風堂々 第1番」、
ラヴェル「ボレロ」
をは
じめ 、歌 劇『カルメン』より 闘 牛 士 の 歌 、歌 劇
『トゥーランドット』より 誰も寝てはならぬ 、歌劇
『アイーダ』
より 凱旋行進曲 など、
クラシックの名
曲がずらり。
曽我 大介（指揮）

ブザンソン、
コンドラシンの二大指揮者コンクール
第１位。2015 年にはベルリン響ベートーヴェン「第
九」公演を指揮するなど世界各地で活躍を続け、
2017 年11 月には長年活動を共にしているルーマニ
ア・ブラショフ・フィルの日本ツアーを大成功に導い
た。ルーマニア国立放送響首席客演指揮者、大阪シ
ンフォニカー響（現・大阪響）音楽監督などを歴任し、
現在東京ニューシティ管弦楽団正指揮者。

©Yoshinobu Fukaya

小林 厚子

（ソプラノ）

©Akira Muto

坂本 朱

（メゾ・ソプラノ）

関西二期会合唱団（合唱）
特別番組
放送決定

©Yoshinobu Fukaya

樋口 達哉

（テノール）

© 山吹康男

小林 美樹

（ヴァイオリン）

©Ayako Yamamoto

上村 文乃
（チェロ）

松田 華音
（ピアノ）

©Masaaki Hiraga

ヴィタリ・ユシュマノフ
（バリトン）

スーパー・クラシック・オーケストラ（管弦楽）

松本 志のぶ
（司会）

森下幸路（コンサートマスター）

BS 日テレ 10/24（日）15:00-16:00

〜日本が誇るソリストたちとオーケストラによる豪華な
響演！コロナ禍を経験したからこそ気付かされた心を震わせる
「音楽のチカラ」
に迫る！
！〜
9/15に東京芸術劇場で行われたガラ・コンサートを中心に、
コロナ禍に音楽関係者が一丸となっ
て取り組む壮大なプロジェクトの挑戦の様子が放送されます。
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STAGE Schedule

2021年 10月-①

●日程や内容が変更になる場合
＝コンサート
＝演劇・ミュージカル
＝バレエ・ダンス
＝その他
もございます。当日券をご購入
の予定で直接会場へお出かけ
熊 ＝熊日プレイガイド[熊日びぷれすB１F] 劇 ＝熊本県立劇場１F事務所
問 ＝お問合せ先
になる場合などは、お問合せ
セブンイレブン
他
大 ＝大谷楽器[上通り]
西 ＝西野楽器[上通り]
ぴ ＝チケットぴあ（Pコード）
先まで事前にご確認いただく
ロ ＝ローソンチケット
（Lコード）
ことをオススメします。
公演日

10/
9

（土）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

フルート

プレイガイド
その他

フルートアンサンブル「ラ・フェリーチェ」8th コンサート
〜華麗なるフルート名曲の饗宴〜

◎発売中
問 熊 大

嘉島町民会館ホー ★指揮・ソロフルートに九響首席フルート奏者の大村友樹を迎え、バーンズ「アルヴァマー
ル「アクア」
序曲」、ホルスト「組曲惑星より
『木星』」、三浦真理「想い出は銀の笛」他を演奏する。
13:30/14:00/

11

公演名
料金
問合せ先TEL

フルート

（月）

¥ 一般1,500円 高校生以下1,000円 未就学児入場無料
☎ フルートアンサンブル「ラ・フェリーチェ」 090-9592-0364（松島）

秋色コンサート
〜秋の午後にフルートとピアノでお贈りする癒しの音楽〜

◎予約受付中
問

お菓子の香梅
★フルートの松島里絵、松村光子と、ピアノの村上美幸による、クラシックからポピュラーま
帯山店ドゥ・アート・
で癒しの音楽をお届けするひととき。
「ハナミズキ」
「カーペンターズメドレー」他を演奏。
スペース
14:00〜15:00

16

（土）

¥ 1,000円 ＊香梅のお菓子付
☎ 松島 090-9592-0364
松村

090-3412-2709

◎発売中
トランペット 肥後藍御船工房ギャラリーコンサートシリーズ Vol.35
田尻大喜＆上村貴子 Fantastic live〜トランペットとピアノの饗宴〜 問 熊 大
＆ピアノ
肥後藍御船工房
アートギャラリー
13:30/14:00/

ソプラノ

★熊本出身のトランペット奏者・田尻大喜と、福岡を拠点に活動するピアノ＆キーボード
上村貴子によるコンサート。
¥ 一般2,500円 高校生以下1,500円
☎ 肥後藍御船工房 096-282-0217 松島

ソプラノ 福島由記

090-9592-0364

秋の音コンサート

◎予約受付中
問

日本福音ルーテル ★小林秀雄「落葉松」、L.ルッツィ「アヴェ・マリア」、ベッリーニ「喜ばせてあげて」、
ドヴォル
健軍教会
ザーク「オペラ『ルサルカ』より 月に寄せる歌 」他を歌う。朗読：古木信子 ピアノ：砂泊宇希
14:00/14:30/

16

歌謡祭

¥ 一般3,000円 学生2,000円
☎ 実行委員会 080-1730-3909

第19回 うと歌謡祭

（土）

17

（日）

17

宇土市民会館
大ホール

★プロの歌手も輩出している あなたらしく歌って いただく歌のコンテスト。16日は予
選、17日の決勝大会は出水二郎がゲスト出演。

10:30〜16:00予定
13:30〜16:00予定

¥ 観覧無料
☎ 宇土市民会館

コンサート

（日）

レンタルスペース
＆サロンDOLCE
13:30/14:00/

２3

（土）

マンドリン
熊本県立劇場
コンサートホール
18:00/19:00/20:40

02 Docosa?

0964-22-0188

そうだ！ドイツに行こう！
！
〜ピアノ、クラリネット、チェロと巡るドイツ音楽紀行〜

◎予約受付中
問

★チェリスト中川幸尚ナビゲートによる室内楽シリーズ。今回はピアノとクラリネットのデュオ・フル
サワとともに、ブラームス「クラリネット三重奏曲」より、ブルッフ「８つの小品」より 他を演奏。
¥ 3,000円（当日500円UP） ＊45席限定
☎ 中川 070-1781-8013 chambermusic.buff@gmail.com DOLCE 096-373-0088

音楽物語｢よだかの星｣
熊本マンドリン協会 第53回定期演奏会

◎発売中
問 劇 熊 大 西

長崎書店
★第１部は「くまもと若い芽の作曲コンクールfor Mandolin」入賞曲の演奏、第２部は歌謡曲 宇土シティモール
や甲田弘志による曲の数々を、第３部は音楽物語｢よだかの星｣を安田知博の朗読とともに。 ミック
＊身障者手帳の方は入場無料 玉名市民会館
¥ 1,000円 ＊保護者同伴の小・中学生は無料（無料入場券が必要）
荒尾総合文化センター
☎ 熊本マンドリン協会事務局 096-383-5714 koda@sage.ocn.ne.jp

STAGE Schedule
公演日

24

（日）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

中央区京町2-6-48）
10:30〜12:30

２4

公演名
料金
問合せ先TEL

プレイガイド
その他

◎申込受付中

ワークショッ MOKOミュージックスクール主宰
秋の鍵盤ハーモニカワークショップ
プ
エストゥディオ・ア
レグリアス（熊本市

（日）

2021年 10月-②

演劇

問

★Chikaによる鍵盤ハーモニカワークショップとライブ。10:30〜11:30ワークショッ
プ、11:45〜12:30Chikaライブ。
¥ ワークショップ＆ライブ観覧2,500円 ライブ観覧のみ2,000円
☎ M&G事務局 090-8352-6327

ゼーロンの会演劇公演 『森の直前の夜』

◎予約受付中
問

紅蘭亭下通本店6F ★菅原龍人初演出作品。内部に辺境をかかえ、新しい天使をもとめて彷徨する一人の
ラフカディオホール
男のカオスを、中村朋世が鋭く演じる。作：ベルナール＝マリ・コルテス
16:30/17:00/

30

（土）

チェロ
studio dragon

（熊本市中央区
新屋敷2-13-31）
17:30/18:00/

31

（日）

コンサート
金峰森の駅みちく
さ館（熊本市西区河内
町岳1192）
11:30〜16:00

¥ 3,000円（当日500円UP）＊60名限定
☎ ゼーロンの会 090-9583-8061

◎発売中

CeIIo4 〜林峰男と仲間たち〜

問

★世界各国で活躍するチェロの巨匠・林峰男と、宮地晴彦、玉川克、三森未來子によるチェロ
アンサンブル。J.S.バッハ「シャコンヌ」、フレスコバルディ
（カサド編曲）
「トッカータ」他。
¥ 一般3,000円 ＊未就学児入場不可 ＊７０名限定
☎ トロワ・フォレ熊本 090-3736-3371 soprano-cembalo@mail.goo.ne.jp

3.11震災復興継続支援チャリティーコンサート
金峰森の駅みちくさ館 音楽ピクニック! ! それぞれの風
★金峰山周辺の自然と素晴らしい響きの中で、音楽とピクニックを。13:30からは高杉稔・木内
里美の東北出身の二人の役者と松本洋一による語りと音楽『注文の多い料理店』の上演も。
¥ 入場無料 ＊投げ銭歓迎
☎ オフィス音夢 096-322-1978（松本）

Cello

4

PROGRAM
J.S. バッハ／シャコンヌ

（無伴奏パルティータ第２番ニ短調 BWV1004 より）

〜林 峰男と仲間たち〜

フレスコバルディ＝カサド／ トッカータ
フィッツェンハーゲン／ 演奏会用ワルツ
ピアッティ／ 休日にて
ポッパー／ 演奏会用ポロネーズ作品 14 他

林 峰男（チェロ）

幼少より才能教育にてチェロを学ぶ。桐朋学園にて斎藤秀雄氏に師事。
その後、ジュネーヴ音楽院を第 1 位で卒業。翌年スイス・ローザンヌ室
内管弦楽団のソリストとしてヨーロッパにおいてデビューを果たす。
1975 年ベオグラード国際チェロコンクール第 1 位。1976 年にはワシ
ントン D.C. とニューヨークのカーネギーホールでリサイタルを開催し、
ニューヨーク・タイムズに絶賛される。1977 年スペインで開催された
「カザルス生誕百年記念コンサート」に招待される。1976 年以降、スイ
スを本拠地としながら世界各国で活躍。
日本へは毎年定期的に帰国し、
リサイタルや在京オーケストラとの共演など幅広く活躍。現在はソロ、室
内楽で活躍するとともに後進の指導にも力を注いでいる。

出演：林 峰男、宮地 晴彦、玉川 克、三森未來子
2021

10/30 (土) 開場 17:30
スタジオ・ドラゴン
全席自由
〈ご予約・お問合せ〉 トロワ・フォレ熊本

090-3736-3371

3,000円

開演 18:00

熊本市中央区新屋敷2丁目15-1

※未就学児の入場はご遠慮ください

soprano-cembalo@mail.goo.ne.jp
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STAGE Schedule

2021年 11月-①

●日程や内容が変更になる場合
＝コンサート
＝演劇・ミュージカル
＝バレエ・ダンス
＝その他
もございます。当日券をご購入
の予定で直接会場へお出かけ
熊 ＝熊日プレイガイド[熊日びぷれすB１F] 劇 ＝熊本県立劇場１F事務所
問 ＝お問合せ先
になる場合などは、お問合せ
大 ＝大谷楽器[上通り]
西 ＝西野楽器[上通り]
ぴ ＝チケットぴあ（Pコード）セブンイレブン 他
先まで事前にご確認いただく
ロ ＝ローソンチケット
（Lコード）
ことをオススメします。
公演日

11/
3

（祝・水）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

音楽
＆マイム

公演名
料金
問合せ先TEL

プレイガイド
その他

子どものための舞台公演2021
ましゅ＆Kei『KABARETT×かばれっと』

◎予約受付中
問

市民会館シアーズ ★たまにしか開かない不思議な店。開店の夜になると、どこからともなく人が集まり、皆笑顔で帰っ
ホーム夢ホール
ていく。音楽、マイム…素顔の道化師がお届けする、ちょっとおしゃれなエンターテインメント。
大会議室
14:30/15:00/16:00
18:00/18:30/19:30

落語

¥ 2,000円
☎ 熊本県子ども劇場連絡会

096-356-0741

第十五回 三遊亭円楽プロデュース 博多・天神落語まつり
復興応援東西会

◎発売中

市民会館シアーズ ★博多・天神落語まつりが熊本へ！ 三遊亭小遊三、三遊亭円楽、三遊亭兼好、桂米團
ホーム夢ホール
治、林家菊丸が出演。
大ホール
13:15/14:00/

コンサート

4

問

14:15/15:00/

¥ 全席指定 一般2,000円 高校生以下1,000円 ＊未就学児入場不可
☎ 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団 0570-023-223（平日10:00-17:00）

オーケストラ NHK音楽祭2021〜未来へ〜

（木）

◎発売中

超贅沢な さわかみ アラカルトコンサート
★声楽・弦楽器・管楽器で誰もが聴いたことのある名曲を、情熱ほとばしる若い音楽家
から経験と磨き上げたテクニックで魅せるベテラン音楽家までが贅沢に聴かせる。

15:00/16:00/

ピアノ

ロ L：88716

¥ 全席指定 6,000円
☎ キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土11:00-17:00）

熊本城ホール
シビックホール

熊本県立劇場
コンサートホール

問 熊
ぴ P：562-254

九州交響楽団

熊本城ホール

◎発売中

★指揮・田中祐子、ピアノに金子三勇士を迎え、リスト「ピアノ協奏曲第１番」、ベルリオー
ズ「幻想交響曲」他を演奏する。後日、Eテレ
『クラシック音楽館』等で放送される。

問 劇
熊 熊
ぴ P：199-055

イープラス

¥ 全席指定 S6,000円 A5,000円 B4,000円 C2,500円 ＊未就学児入場不可
☎ ハローダイヤル 050-5541-8600（9:00-20:00）

◎予約受付中

青柳 晋 ピアノコンサート

問 熊 大

紅蘭亭下通本店6F ★ベートーヴェン（リスト編）
「歌曲集『遥かなる恋人に寄す』」、ベートーヴェン「６つの
ラフカディオホール
バガテル」、
「ピアノ・ソナタ第２９番『ハンマークラヴィーア』」を演奏する。
18:30/19:00/

5

（金）

フルート
ひとよし森のホー
ル
13:30/14:00/

¥ 5,000円（当日500円UP） ＊80席限定
☎ Sonare（ソナーレ） 096-243-0234 090-5943-4765（實政）

◎予約受付中

フルートアンサンブル ティアラ チャリティーコンサート
〜フルートの音色で心安らぐひとときを〜

問

★鵜池彰子、糸岡久美子、大林淳子、竹内美香子によるフルートアンサンブル。モーツァルト
「アイネクライネナハトムジーク」、星出尚志編「四季の詩情」、米津玄師「カイト」他を演奏。
¥ 1,000円
☎ ひとよし森のホール 0966-22-4007 フルートアンサンブル ティアラ 090-6895-6755（鵜池）

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止や延期、内容変更の可能性があります。
お出かけの際には各公演の WEB サイトやお問合せ先にてご確認ください。
また、各会場での感染症対策へのご協力をお願いします。

04 Docosa?

（ドコサ編集部）

STAGE Schedule
公演日

11/
5

（金）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

コンサート
カフェアルバーロ

（荒尾市平山1668-1）

15:00〜16:00

6

能 他

（土）

2021年 11月-②

公演名
料金
問合せ先TEL

プレイガイド
その他

Arbaro 午後の小さなコンサート

◎予約受付中
問

★音の和musicでも活動する川原一紗の弾き語りソロライブ。毎月第一金曜日、荒尾
にあるカフェで開催される小さなコンサート。
¥ 1,500円 ＊要１オーダー
☎ カフェアルバーロ 0968-57-8580

◎発売中

能でよむ 漱石と八雲

劇 熊
ぴ P：507-980

熊本県立劇場
演劇ホール

★ 能 をキーワードに夏目漱石と小泉八雲の奇妙な縁を読み解く。能楽師・安田登、浪曲 ロ
L：83849
師・玉川奈々福、琵琶奏者・塩高和之が出演。聞き手は木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎主宰）

13:15/14:00/

¥ 2,500円 ＊25歳以下、障がいのある方は1,500円 ＊未就学児入場不可
☎ 熊本県立劇場 096-363-2233

コンサート
熊本白川教会
13:30/14:00/
17:30/18:00/

7

ユニセフ・コロナワクチン緊急募金チャリティコンサート
〜深まる秋・サックスの音色に祈りと願いを込めて〜

◎発売中
問

★サクソフォン奏者で作編曲家の碓井雅史と、ジャズピアニストで作曲家・作詞家のフィ
リップ・ストレンジによるチャリティコンサート。音楽の叙情詩人二人による 美の世界 。
¥ 3,000円（当日500円UP）
☎ 実行委員会事務局 090-2854-5733

ピアノ三重奏 大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ グランプリ・コンサート代替公演 ◎発売中

室内楽×名曲

（日）

続 音楽で楽しむ世界旅行

問 劇 熊 大
ぴ P：203-335

益城町文化会館

★大阪国際室内楽コンクール優勝＆グラミー賞受賞の元アタッカ・クァルテットのヴァイオリニスト ロ
L：83960
徳永慶子と、芝村崇（チェロ）、小田裕之（ピアノ）がお贈りする、名曲とトーク満載のコンサート。

13:15/14:00/

¥ 一般2,000円 高校生以下1,000円
☎ 益城町文化会館 096-286-1511（9:00-17:00、月曜休館）

ソプラノ

赤池 優

指揮

松井 慶太

ペール・ギュント
「ソルヴェイグの歌」

弦楽のための組曲 ／ジョン・ラター
「ペールギュント」から抜粋／グリーグ
交響曲 第５番「運命」／ベートーヴェン
2021年

11/21（日）１４時開演（１3時15分開場）

熊本県立劇場コンサートホール
全席自由

一般１,５００円 学生１,０００円

The 251st Anniversary
of the birth of

Beethoven!

チケットのお求め 熊本県立劇場・熊日プレイガイド・大谷楽器 または 熊響公式ウェブサイト
（予約のみ）へ
主催・お問合せ :

熊本交響楽団

090-4772-9090 www.kumakyo.org

４歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
託児所あり
【事前予約要・有料（500円）】

Docosa? 05

STAGE Schedule
公演日

11/
11

（木）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

コンサート

13

フルート

プレイガイド
その他

◎発売中
沖縄からの風コンサート2021
宮沢和史、夏川りみ、大城クラウディアによるスペシャルコンサート 問

¥ 全席指定 7,500円 ＊6歳未満入場不可
☎ GAKUON ユニティ・フェイス 0985-20-7111（平日11:00-18:00）

ぴ P：203-235
ロ L：83948

イープラス
蔦屋書店熊本三年坂

◎申込受付中

劇場って楽しい！

問

熊本県立劇場
演劇ホール

★知的・発達障がい児（者）にむけての劇場体験プログラムとして開催されるコンサート。出演は４名 ＊県立劇場HP・メール・
の男性フルート奏者による演奏はもちろんお芝居やコントも楽しい アンサンブル・リュネット 。
FAX・郵送にて申込

13:15/14:00/15:00

・当日精算 ＊定員200名
¥ 500円 ＊4歳以上有料 ＊要事前申込（10/31〆切）
☎ 熊本県立劇場 096-363-2233

コンサート
熊本県立劇場
コンサートホール
14:15/15:00/

14

公演名
料金
問合せ先TEL

市民会館シアーズ ★沖縄を愛する３人が、沖縄の名曲、沖縄民謡、それぞれのオリジナルソングを沖縄か
ホーム夢ホール
らの風に乗せて届けるコンサート。
17:00/18:00/

（土）

2021年 11月-③

フルート

◎発売中

クラシック音楽が世界をつなぐ〜輝く未来に向けて〜
華麗なるガラ・コンサート

問 劇 熊 大

★ラヴェル「ボレロ」、ベートーヴェンの「第九」第４楽章やオペラアリアなどを演奏。特
別編成のオーケストラと合唱、人気・実力を兼ね備えたソリスト陣が多数出演。

ぴ P：200-699
ロ L：81493

¥ 全席指定 S6,500円 A5,000円 B3,500円 ＊未就学児入場不可
☎ コモド・アート・プロジェクト 096-288-4635（平日10:00-18:00）

◎予約受付中

フルートの街コンサート

問

（日）

紅蘭亭下通本店6F ★フルート愛好家13人がフルートの名曲を演奏する。
ラフカディオホール
11:15/11:30/

声楽
熊本県立劇場
コンサートホール
13:00/13:30/

19

（金）

人形劇

¥ 鑑賞のみ500円 鑑賞＋ランチ3,000円 ＊要事前申込
☎ 実行委員会 080-5272-0676（大林） 090-9592-0364（松島）

◎発売中

大澤一彰＆ティツィアーナ・ドゥカーティ
スペシャルチャリティーコンサート

問 劇

★熊本出身のテノール 大澤一彰と、イタリア出身のソプラノ ティツィアーナ・
ドゥカー
ティによるコンサート。イタリアオペラの名アリアや、カンツォーネ、日本の歌を歌う。
¥ 〈指定〉A4,500円 B3,500円 〈自由〉2,000円
☎ チャリティコンサート事務局 096-245-6566（スタディライフ熊本）

◎予約受付中

くわえ・ぱぺっとステージ＆人形芝居ひつじのカンパニー
『ぼくピンチなんです！』

問

桜十字ホールやつ ★ぴんちはとつぜんやってくる！ピンチをみつけピンチをつぶす ピンチバスターズが
しろ 舞台
３つのピンチに立ち向かう！
？
18:45/19:00/20:00

20

（土）

バレエ
嘉島町民会館
「アクア」
10:45/11:30/
14:15/15:00/

¥ 2,000円
☎ 熊本県子ども劇場連絡会

096-356-0741

◎残りわずか

バレエシャンブルウエスト
チャイコフスキー３大バレエハイライト

問

★東京八王子市拠点のバレエ団による公演。チャイコフスキーの人気作品『眠れる森の
美女』
『 白鳥の湖』
『くるみ割り人形』の名場面を集めたプログラム。
¥ 全席指定 5,000円
☎ バレエシャンブルウエスト公演事務局

042-624-4037

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止や延期、内容変更の可能性があります。
お出かけの際には各公演の WEB サイトやお問合せ先にてご確認ください。
また、各会場での感染症対策へのご協力をお願いします。

06 Docosa?

（ドコサ編集部）

STAGE Schedule
公演日

11/
21

（日）

ジャンル
会場
開場/開演/終演

コンサート

2021年 11月-④

公演名
料金
問合せ先TEL

プレイガイド
その他

絵本 de クラシック「ブレーメンの音楽隊」

◎発売中

市民会館シアーズ ★金管アンサンブルの演奏と、大きなスクリーンに投影された絵本のコラボレーション。0歳から入
ホーム夢ホール
場できるコンサート。
「スタジオ・ジブリ・メドレー」や「小組曲『ピタゴラスイッチ』」なども演奏。
10:15/11:00/
13:45/14:30/

¥ 全席指定 一般1,000円 中学生以下500円 ＊4歳未満膝上鑑賞無料
☎ 市民会館シアーズホーム夢ホール 096-355-5235

ヴァイオリン 木嶋真優
水俣市文化会館
13:00/13:30/

ヴァイオリンリサイタル

13:15/14:00/

23

（祝・火）

舞台劇
熊本県立劇場
演劇ホール
13:30/14:00/15:00

コンサート
レンタルスペース
＆サロンDOLCE
13:30/14:00/

27

（土）

市民会館シアーズホーム
夢ホール

◎発売中
問

¥ 全席指定 一般2,000円 高校生以下1,000円 ＊未就学児入場不可
☎ もやい館 0966-62-3120

◎発売中
問 劇 熊 大

★指揮に松井慶太を迎え、ジョン・ラター「弦楽のための組曲」、グリーグ「『ペール・ギュント』
から抜粋」、ベートーヴェン「交響曲第５番『運命』」を演奏する。ソプラノの赤池優も出演。
（要事前予約・有料500円）
¥ 一般1,500円 学生1,000円 ＊4歳未満入場不可 ＊託児あり
☎ 熊本交響楽団 090-4772-9090

くまもとし子ども劇場 4才〜小学生対象鑑賞会
劇団コーロ『いえでででんしゃ』

◎入会受付中
問

★あさのあつこの人気シリーズ『いえでででんしゃ』第１作品目を舞台化！ あなたもいえ
でででんしゃに乗って、さくら子と一緒に不思議な旅に出ませんか？
＊4才以上
¥ 会員制 一般券4,000円（当日500円UP）
☎ くまもとし子ども劇場 096-356-9282

◎予約受付中
トリオOz -オズドヴォルザーク生誕180年 サン＝サーンス没後100年によせて 問
★荻利恵（ピアノ）、船津真美子（ヴァイオリン）、中川幸尚（チェロ）による、サンサーンス
「ピアノ三重奏曲第１番」、
ドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲第４番『ドゥムキー』」の演奏。
¥ 3,000円（当日500円UP） ＊45席限定
☎ 中川 070-1781-8013 chambermusic.buff@gmail.com DOLCE 096-373-0088

ヴァイオリン 鈴木理恵子＆若林顕 リサイタル
＆ピアノ
熊本白川協会

ぴ P：203-274
ロ L：83476

★演奏だけでなくテレビでも活躍中のヴァイオリニスト。エルガー「愛のあいさつ」、プロコフィエ エムズシティ1F
フ「ロミオとジュリエット組曲」、フランク「ヴァイオリン・ソナタ」他を演奏する。ピアノ：津田裕也 ブックシティ一心堂

オーケストラ 第109回 熊本交響楽団 定期演奏会
熊本県立劇場
コンサートホール

問 劇 熊

◎発売中
問 熊 大 西
有明楽器

★日本を代表するヴィルトゥオーゾピアニスト・若林顕とヴァイオリニストの鈴木理恵子 古城楽器
によるそれぞれのソロとデュオのリサイタル。

ピアノハープ社

17:00/17:30/

¥ 一般3,000円 大学生以下1,500円 ペア券5,500円 親子券4,000円 （当日各500円UP）
☎ 馬原 090-9596-8052 cellomi3643@gmail.com
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2022

開場
1/9 (日) 13:15
14:00 開演 市民会館シアーズホーム夢ホール

全席指定 5,500円（税込） ＊未就学児の入場はご遠慮ください
＊ソーシャルディスタンス確保のため、左右一席ずつ座席を空けて販売いたします
プレイガイド

●CARAVAN チケット予約センター 0570-085-489（10:00-18:00）
●ローソンチケット https://l-tike.com/（PC・携帯電話）（Lコード82076）／ローソン
●チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード 204-878）／セブンイレブン
●イープラス http://eplus.jp（PC・スマホ）／ファミリーマート ●蔦屋書店 熊本三年坂

10/9（土）

発売開始‼

主催 : GAKUON ユニティ･フェイス／タップス 後援：TKUテレビ熊本 企画制作：ケイダッシュステージ 協力：Comodo arts project／CARAVAN

〈 お問合せ・WEB予約 〉

GAKUON ユニティ･フェイス 0985-20-7111（平日11:00-18:00）

https://gakuon.co.jp/

ケイコフの映画音楽がいっぱい Vol.63
「道」（1954 年･イタリア）
世界中の人々の心をゆさぶる、どこの国にもありそうなメロディ
貧しい家庭に生まれ育った知的障害の女性ジェルソミーナは、怪力自慢
の大道芸人ザンパノにただ同然で買われ、彼の助手として旅回りに出るこ
とになります。粗暴で女好きなザンパノに嫌気が差し逃げ出すも、捕まって
連れ戻されてしまう日々。親しくなったサーカス団の綱渡り芸人にジェル
ソミーナは勇気づけられ、ザンパノのもとで生きていくことを決意するも、
やがて捨てられてしまうのでした。数年後、ザンパノはある町でジェルソ
ミーナが口ずさんでいた歌を耳にし…。
どっぷりとカタルシスに浸らせてくれる音楽を生み出したのは、フェデ
リコ・フェリーニ監督が全作品を任せた信頼のパートナー、ニーノ・ロータ。
音楽に理解があり、アイディアを尊重してくれるフェリーニ監督との仕事
は大変楽しかったそうです。監督からの「うらさびしいセンチメンタルなメ
ロディが欲しい」との注文で、どこの国にもありそうな旋律を書いたそう。
それが、かの有名なヴァイオリンとトランペットで奏でる主題曲「ジェルソ
ミーナ」になったのでした。すべての曲は撮影後のフィルムを見ながら作っ
た後付け音楽。無音だった世界に音楽が加わり完成した瞬間、監督はどんな
表情で試写を楽しんだのでしょうね。
本作を初めて観たのは、レンタルビデオ屋でバイトをしていた 20 代の頃
だったでしょうか。超娯楽ハリウッド映画を観て育った私にとって、フェ
リーニ監督作品（当時は VHS）を手に取ることは相当な背伸びをした行為
だったし、難解な物語でしかないと思い込んでいました。ところが、内容は
実にドラマチックで、人間の欲望への絶望と希望と期待
とが入り混じったようなこれまでに無いなんとも言え
ない感覚に襲われ、大きな衝撃を受けたのです。それか
らというもの、言葉に表し難くても魂に突き刺さるよう
に感動したセリフや情景が一つでもあれば、それは私の
人生において糧になる素晴らしい作品との出会いなん
だと思うようになったのでした。

文 ： 志娥慶香（シガケイコ） 作曲家・ピアニスト・サウンドファンタジスト。自然界からインスパイアさ
れる心象風景をテーマに創作・演奏する。アメリカのバークリー音楽大学でハリウッド式映画音楽作
曲法を学び首席卒業。熊本を拠点に、様々なジャンルの演奏家への楽曲提供や、広告音楽・映画や演
劇の劇伴音楽を手がける。ソロ活動のほか、音楽系コラム執筆や活動写真弁士・アート・舞踏・朗読な
どとのコラボレーションパフォーマンスを国内外で行なう。第41回信友社賞受賞。
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〜みんなで応援しましょう！〜
芸術の都 ACT くま 100
オハイエくまもと

ミューズの泉響和会

くまもと復興国際音楽祭

ふるさとの宝を！コンサート

熊本支援チーム

さいたピアノ音楽コンクール

一般財団法人 熊本学校・NPO 法人ヒューマンライフスクール

心と体の道場

我が国の歴史を考える会

Xmas Market

映画革命 HINAMI

NEXTEP

胎教・子育てスクール

スペシャルオリンピックス

みずあかり

肥後真狗舞

九州がっ祭

くまもと高校生地域課題解決サミット
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舞台芸術公演・美術展・ギャラリー情報募集！
！
11月号への掲載情報（11月〜12月の公演）は 10月20日までにお寄せください
※中止や延期となった場合は、決定時点でお知らせください

○スケジュール一覧(文字情報のみ）への掲載は無料です。
掲載事項・担当者・連絡先を記入の上、メールまたはFAXでお知らせください。
チラシを郵送していただいても結構です。

情報募集中！
！

○有料広告も募集中

▲

ドコサ？編集部

TEL 096-288-4635（平日10:00-18:00）
E-mail : info@comodo-arts.com

FAX 096-288-4636

〒860-0847 熊本市中央区上林町3-34 上通ニューコーポ204号 Comodo arts project 内

カラーページ
有料広告の
ご案内

◎1ページ

（縦210mm×横148mm）

¥50,000〜

◎1/2ページ（縦105mm×横148mm）

¥25,000〜

◎表紙特別枠

応相談

モノクロページ
◎1ページ

（縦210mm×横148mm）

¥30,000〜

◎1/2ページ（縦 90mm×横138mm）

¥15,000〜

◎1/4ページ（縦 45mm×横138mm）

¥ 7,500〜

※チラシ、DM、パンフレットのデータなどをもとに製作することもできます。
お気軽にご相談ください。

● 公演のサポートいたします ●
公演当日のフロントスタッフ業務や感染症対策、企画・広報・印刷物作成等のお手伝いをいたします。
ご予算に応じてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
担当／Comodo arts project 坂口

TEL096-288-4635 info@comodo-arts.com

コンサートの客席案内・チケットもぎり・プログラム配布・当日券販売などのフロントスタッフをしてくださる方を募集しています。

〈フロントスタッフ募集〉 年齢40歳位までで、クラシック音楽や舞台に興味のある方、大学生や主婦の方など歓迎です。詳しくは上記までお問合せください。

○

12 Docosa?

1 0 代の頃に読んで衝 撃
的 だった 詩 集 が あった ので
す が ︑長 いこ と 詩 人 の 名 前
も タ イ ト ル も 思い 出 せ ず ︒
先日ネットで調べまくったと
こ ろ よ う や く 思 い 出 し ︑中
古 本も見 付けて購 入しまし
た ︒な ん と 5 0 年 前 に 発 行
されたものでした！ 半 世
紀 前の絶 版 本を探してすぐ
読めるって︑良い時代ですね
⁝︵は︶

KUROMAKU
kazuki yamada

○５年に1度の﹁ショパン国
際ピアノコンクール﹂︒昨 年
開 催される予 定が１年 延 期
となって︑現在ポーランドで
本選が開催中︒反田恭平︑牛
田智大︑角野隼斗といったす
でにア ー ティス ト 活 動 を し
てい る 日 本 勢 も 活 躍 中 ︒動
画 配 信でリアルタイムでも
アー カイブでも視 聴できる
ので︑
こちらもドキドキしな
がら応援しています
︵み︶

STAFF
miyuki sakaguchi
haruka hashimoto
hisanori kato

イラスト：
ドコサくん／haruka hashimoto

PROGRAM

E. モリコーネ 作曲 ／ 映画『ニューシネマパラダイス』より「メインテーマ〜愛のテーマ」
山本 敦生 編曲 ／ 日本の歌〜花いちもんめ、浜辺の歌、村祭り、ふるさと〜
L. デンツァ 作曲 ／ フニクリフニクラ
G. プッチーニ 作曲 ／ オペラ『リゴレット』より「女心の歌」 他

誰もが聞いたことのある名曲を︑アラカルトで召し上がれ︒

超贅沢な さわかみアラカルトコンサートは「オペラ歌手の歌声」
「弦楽器」
「木管楽器」
「金管楽器」など様々な音楽
を聴いて楽しめるコンサートです。情熱ほとばしる若い音楽家から経験と磨き上げたテクニックで魅せるベテラン音
楽家まで勢ぞろい！よりすぐりの出演者が奏でる音楽を味わいながら、至福のひと時をお楽しみください。

