
施　　設　　使　　用　　料　　一　　覧
（単位：円）

区　分

平日 4,000 6,000 8,000

■附属設備の使用やホールの冷暖房料には、別料金がかかります（附属設備は区分ごと、冷暖房は1時間単位）。

■ホールなどの利用の際、入場料などの金銭の収受がある場合、目的が物品などの販売・宣伝など営利行為とみな

　される場合は、使用料が倍額になります。（使用時間の1区分を準備に充てる場合は除きます。）

午　前 午　後 夜　間

定　　員
面　　積

用途など
９:00

～12:00
13:00

～17:00
18:00

～21:30

7,200 9,600

パ ー テ ィ ー
ル  ー  ム

30人
109.80㎡

　調理器具に丸テーブルを備えており、料理実習や
パーティーが楽しめます。間仕切りが可能で、飲食
を伴う研修会・講習会などに使用できる多目的なお
部屋です。

2,300 3,100 3,700

施　設　名

ホ
ー

ル

293名
429.80㎡

　コンサートピアノ２台（SW　D-274、ヤマハ
CFⅢ）、反響板、残響可変装置、和洋計２室の控室
を備え、音楽会をはじめ、多彩な催しにご利用にな
れます。
舞台幅10.6m　奥行 7.2m 高さ 5.0m土・日曜日

および祝日
4,800

会議室B
16人

30.24㎡
　学校教室形式で長机を配置した会議室です。講習
会などに向いています。

1,200 1,600 1,900

会議室A
60人

92.25㎡

　フローリングの床に壁一面の大鏡を備えています
ので、会議のほか、ダンス練習や軽い運動などにも
ご利用になれます。

3,000 4,000 4,800

音楽練習室A
6人

23.63㎡
　簡易的に防音された部屋で、管弦楽器や歌の練習
が楽しめます。

1,000 1,300 1,600

会議室C
15人

29.27㎡
　ロの字型に長机を配置した会議室で、向い合わせ
での会議が可能です。

1,200 1,600 1,900

音楽練習室B
6人

22.50㎡

　少人数での弦楽器（琴、フォークギターなど）の
練習が楽しめます。また、少人数での会議にも利用
できます。

900 1,200 1,400

  〒862-0903 熊本市東区若葉3丁目5番11号 

  TEL：096ー368-1221    FAX：096－368-0330 

  開館時間 午前 9時00分 ～ 午後 9時30分 

  休館日 毎月の第1・3月曜日（月曜日が休日の時はその翌日） 

     及び１２月２９日 ～ 翌１月 ３日 

健軍文化ホールHP：（http://kengunbunka.jp/） 

平成26年1月  催し物案内 

[交通ご案内] 

・市 電 終点「健軍町」下車、徒歩7分 

・バ ス 「健軍電停前」下車、徒歩7分 

・バ ス 「健軍本通り」下車、徒歩1分 

≪熊本市健軍文化ホール周辺案内≫ 

◎貸館受付方法◎ 

  電話での予約又は、熊本市文化施設予約システムでの予約が可能です。 

（https://www.bunkayoyaku-kmt.jp/） 

・ホール（仮受付）→使用日の属する月の13ヶ月前から1ヶ月間。  

・ホール（仮受付）→重複した場合は12ヶ月前の1日(土曜・日曜・祝日の場合は最初の平日)に 

・ホール（仮受付）→調整会議を実施。以後、随時受付。 

 

・その他の施設  →使用日の属する月の6ヶ月前から受付。 



平成２６年１月
日 曜 開　場 開　演 終　演

1 水

2 木

3 金

4 土 17:30 18:00 20:00

5 日 13:30 14:00 16:00

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日 13:30 14:00 16:00

13 月

14 火 18:15 19:00 21:00

15 水

16 木 ― ― ―

17 金

18 土 9:30 10:00 16:30

19 日 ― ― ―

20 月

21 火 9:30 ～ 11:30

22 水

23 木

24 金 18:15 19:00 21:00

25 土 9:00 9:15 11:30

26 日 13:30 13:45 16:30

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

◎この表作成後、主催者の都合により多少変更される場合もありますので、詳しくは主催者にお尋ねください。

◎当ホールには専用の駐車場がありませんので、近隣の有料駐車場、又は公共交通機関をご利用ください。

メ　イ　ン　ホ　ー　ル
催　　物　　名 主　　催　　者 備　　考

年　始　休　館　日

ビエントニューイヤー
コンサート

熊本市健軍文化ホール
096-368-1221

一般1,000円
高校生以下500円

準　備

熊本市立健軍保育園 関係者のみ

平成音楽大学トランペット
専攻生有志による

第１回トランペット
アンサンブルコンサート

平成音楽大学
トランペットアンサンブルの会

発表会 熊本市立健軍保育園

猪本ヴァイオリン教室
独奏会

猪本ヴァイオリン教室

休　　館　　日

MUSICAL
「あっちゃんの龍」

劇団天然木

0967-83-0622
一般2,000円

4歳～高校生800円
（当日500円増）

休　　館　　日

ピアノ発表会

リハーサル

入場料：500円
080-1767-4148

関係者のみ

096-362-5391

入場料：500円
080-1767-4148

― 関係者のみ

歌と踊りの
チャリティーショー

ボーブラ会
準　備 入場料：無料

090-3193-3609

野田・後藤・吉田・礒崎・守田 080-3953-7017

平成音楽大学第１回
管打楽アンサンブル

コンサート

平成音楽大学
管打楽アンサンブルの会

マルコ㈱南九州社員総会

健軍文化ホール事業のお知らせ ※詳しくは健軍文化ホールまでお尋ねください 

◇申込方法◇ 

往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を記載し当ホール

までお送りください。 

※申込多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。 

開催日：1月27日  ～ 3月24日 第2・第4の月曜日 

時催間：①午前の部(10時00分～12時30分) ②午後の部(13時30分～16時00分) 

定再員：①午前の部②午後の部とも12名  対象者：18歳以上の方（高校生不可） 

参加料：6,500円（材料費込） 

 

本講座は人気の講座となっており、抽選になることが予想されます。申込の際は、講座名の

後に参加希望時間(①午前の部②午後の部③どちらでもよい)を記入してください。 
※①午前の部と②午後の部は開催時間が違うだけで、講座の内容は変わりません。 

申込締切：1月10日(金) 必着 

バラエティ無添加パン作り２ ①午前の部 ②午後の部 (全5回) 

出演者：ビエント（吉川万里・竹口美紀） <ゲスト出演>沖吉けい子 

開催日：1月12日 日曜日 

時犀間：14時00分～16時00分（開場：13時30分 開演：14時00分） 

定犀員：293名 

入場料：大人1,000円 高校生以下500円 ※全席自由席 

             チケットは下記の販売窓口にて絶賛販売中！ 
 

 

ビエントニューイヤーコンサート 

親子で冬の巻き寿司作り（恵方巻き） 

開催日：2月2日 日曜日 

時催間：10時00分～12時00分 

定再員：12組（抽選） 

対象者：小学生と保護者 

参加料：1,400円（材料費込） 

申込締切：1月17日(金) 必着 

【販売窓口】 
・熊本市健軍文化ホール ・熊日プレイガイド 

・熊本交通センタープレイガイド ・大谷楽器 

・チケットぴあ(Pコード：216ー313 ) 


