
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。）

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

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

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

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

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

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

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

  〒862-0903 熊本市東区若葉3丁目5番11号 

  TEL：096－368－1221    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 

平成26年2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。 

 
熊本市健軍文化ホールメールマガジン会員を募集しています。 
詳しくは健軍文化ホールのHPをご覧下さい。HP:（http://kengunbunka.jp/） 



平成26年２月
日 曜 開　場 開　演 終　演

1 土 12:30 13:00 15:30

2 日 18:00 18:30 21:00

3 月

4 火 12:30 － 16:00

5 水 － － －

6 木 9:00 10:00 17:00

7 金

8 土 9:45 10:00
13:00

（予定）

9 日 13:00 13:15 16:00

10 月

11 火 17:30 18:00 20:00

12 水
13 木
14 金

－ － －

14:00 14:30 －

17:30 18:00 －

17 月

18 火
19 水
20 木
21 金

22 土 13:45 14:00 16:00

23 日 13:30 14:00 16:30

24 月
25 火
26 水
27 木
28 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。

休　　館　　日

準備
15 土

平成音楽大学
木管楽器専攻生有志による

第7回平成音楽大学
管楽ゾリステン

平成音楽大学
管楽ゾリステン

16 日

Keep it Real !!
5th Anniversary Live

ダンススタジオ
シュガーヒル

ピアノ発表会 － 関係者のみ

096-365-1353
入場料：2,000円

080-1534-5639
一般：800円
学生：500円

こどもの森　音楽発表会
ハピネス保育スクエア

こどもの森
－

第３回
ラ プティットゥ ムジーク

ピアノ発表会
－ 関係者のみ

第2回ｽﾀｲﾝｳｪｲ・ｺﾝｸｰﾙ
in Japan 熊本地区審査会
受賞者による受賞者記念

コンサート

株式会社古城ピアノ社
096-384-9643

無料

ピアノ発表会 みのりのもりピアノ教室

090-8394-2936
一般：2,000円

当日券：2,500円
未就学児は無料

ピアノ・オカリナ・
エレクトーン・フルート発表会

Vientoオフィス 096-279-4321

Concerto Amichevole
代宮司美生　吉永研二

代宮司　美生

関係者のみ

休　　館　　日

平成25年度熊本県立第二高等学校
スーパーサイエンスハイスクール

研究成果中間発表会
熊本県立第二高等学校 関係者のみ

春待ち唄会
～市川由紀乃とご一緒に～

くまもとカラオケ倶楽部 096-383-1780

熊本カリスマ聖会
主の十字架

クリスチャンセンター
熊本アンテオケ教会

096-369-4100

メ　イ　ン　ホ　ー　ル
催　　物　　名 主　　催　　者 備　　考

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 

熊本市健軍文化ホールで実施される音楽・美術・演劇・伝統芸能などの分野

において、舞台芸術活動を行う団体又は個人へ費用の一部を助成することに

より、充実と育成を図り、多くの熊本市民に鑑賞する機会を提供することを

目的とします。 

 

●助成額 ：各5万円まで（※選考有） 

●対 象 ：熊本市に居住しているか、団体の住所が熊本市内であること。

熊本市民の多数がその芸術文化等を享受できること。かつ、営利を目的とし

ないこと。  

●期 間 ：平成２６年５月1日から平成２７年３月末の平日に熊本市健軍文

化ホールで実施される事業 

●募集期間：平成２６年２月１日～平成２６年４月１８日 （必着）  

※助成事業については、健軍文化ホールの自主事業として全面的にバック

アップいたします。 

 

詳細は健軍文化ホールホームページをご覧ください。 

平成26年度 芸術文化助成事業募集のご案内 

開催日：2月10日（月） 

時催間：19時30分 ～ 20時30分 

定再員：20名（先着） 

対象者：18歳以上（高校生は不可） 

参加料：無料 

携行品：運動のできる服装と室内用シューズ、水筒、タオル 

ZUMBA（ズンバ） 

◇申込方法◇ 

2月1日(土)9時０0分より電話(３６８－１２２１)および熊本市健軍文化ホー

ル窓口で受付を始めます。先着順のため定員に達し次第募集終了となります。 

※定員に満たない場合は、開催日前日まで受付いたします。 

ラテン系音楽とダンスを融合したエクササイズ。ダイナミックな動きのフィッ

トネスを楽しみます。 


