久留米シティプラザ主催・提携事業一覧
2017 年 8 月 1 日現在
【演劇】

2017 年 8

※料金は全て税込価格

※特に記載のない公演は未就学児入場不可

月 8 日(火)

小松杏里のくるめ演劇塾 2017 高校生チアーズ！
福岡県高文連 30 周年記念事業 福岡県舞台技術講習会発表公演 「転校生」
平田オリザの名作を、筑後地区 9 校 19 名の女子高校生が演じます。
［時間］19：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席自由》
入場無料 整理券配布中
【落語】

2017 年 8

月 11 日(金・祝)

上方落語 桂雀々独演会 「雀々ひとり格闘技」
これぞ、爆笑上方落語の真骨頂！抱腹絶倒間違いなしの雀々ワールド。
［出演］桂雀々
［時間］11：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般：3,000 円／高校生以下：1,000 円 ※当日要学生証
チケット発売日 発売中
【バックステージツアー】

2017 年 8

昨年「雀々落語を聞くかい？」の様子

月 11 日(金・祝)

夏休みバックステージツアー 「プラザ体験！～久留米座のウラ側～」
久留米シティプラザのスタッフが講師となって、劇場のウラ側をご案内します。
落語公演を上演した後・そのままの劇場を体験できるプログラムです。
※このバックステージツアーは「第 4 回久留米まちゼミ kids」のゼミの 1 つとして参加しています。
［定員］15 名
［会場］久留米座
［時間］15：30～16：30
参加無料・要事前申込 定員に達しましたので、申込受付は終了いたしました。
【祭】

2017 年 8

撮影：大竹央祐

月 20 日(日)

くるめサブカルまつり!!(ニコニコ町会議)
久留米の魅力を発信する“くるめサブカルまつり”と、
ニコニコ動画で人気のコンテンツを現実に再現した“ニコニコ町会議”が融合した新しい祭。
［時間］10：00～19：00 (ニコニコ町会議は 13：00～19：00)
［会場］ザ・グランドホール、六角堂広場 ほか
入場無料
【伝統芸能】

2017 年 8

昨年の他会場の様子

月 22 日(火)

こども伝統芸フェス 2017 こどもによる日中伝統芸能交流公演
日中のこども伝統芸能団体が大集合！舞台での演舞と指導者たちのディスカッションを通じて
芸術文化交流と将来に渡っての伝統芸能の存続と発展を目指します。
1 14：00 開演／○
2 18：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［時間］○
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般：3,000 円／大学生以下：1,000 円
チケット発売日 発売中

【音楽(ジャズ)】

2017 年 9

月 2 日(土)

田中菜緒子 Jazz Trio Live
くるめふるさと大使・田中菜緒子による凱旋ライブ。
［出演］田中菜緒子(Piano)、安ヵ川大樹(Bass)、大坂昌彦(Durms)
［時間］18：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］C ボックス 《全席自由》
［料金］一般：3,500 円 ※当日 500 円増
チケット発売日 発売中
Kurume City Plaza

【芸能】

2017 年 9

月 24 日(日)

久留米シティプラザ芸能フェスティバル 2017
久留米市内の文化・サークル活動をされている皆さんのステージ。
［会場］フラダンス部門：六角堂広場／芸能部門：久留米座
［時間］11：00～17：30(両会場とも) ※開場は開演 60 分前
観覧無料
【バレエ】

2017 年 9

月 26 日(火)

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
元祖男性コメディバレエの久留米公演。
九州は久留米・鹿児島（東京・大阪・名古屋・久留米・鹿児島ほか全国 11 か所）
［演目］白鳥の湖／瀕死の白鳥 他小作品／パキータ
［時間］18：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席(1-3 階席)：8,500 円／A 席(3-4 階席)：7,500 円／B 席(4 階席)：5,000 円／
学生券：3,800 円 ※当日指定券引換、交換時要学生証
チケット発売日 発売中
【演劇】

2017 年 9

月 30 日(土)・10 月 1 日(日)

飛ぶ劇場 「生態系カズクン」
九州を代表する劇団、飛ぶ劇場が久留米初登場。九州の片田舎、棒ヶ削（ぼうがずり）に生きる一家の、
生と死をあっけらかんと描いた名作が 2017 年バージョンで再演。
［作・演出］泊篤志
1 30 日(土) 18：00 開演★／○
2 1 日(日) 14：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］○
★…30 日はアフタートーク開催
［会場］C ボックス 《全席自由》
［料金］一般：2,800 円／学生：1,800 円／高校生以下：1,000 円 ※当日は各 200 円増
※日時指定 ※学生、高校生以下は当日要学生証
チケット発売日 発売中
【音楽(オーケストラ)】

2017 年 10

月 6 日(金)

ペトル・アルトリヒテル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
開館記念を祝した「ウィーン・フィル」に続き、チェコを代表する世界トップクラスの「チェコ・フィル」を久留米に招聘。
今回、注目のピアニスト、アリス＝紗良・オットがオーケストラと共演。
九州は久留米・北九州（山口・神奈川・東京・久留米・北九州・大阪）
［曲目］スメタナ：歌劇「売られた花嫁」序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 5 番『皇帝』変ホ長調 作品 73 (ピアノ：アリス＝紗良・オット)
ブラームス：交響曲第 4 番 ホ短調 作品 98
［時間］19：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席：14,000 円／A 席：11,000 円／B 席：9,000 円／C 席：6,000 円(学生 25 歳以下：3,500 円)／D 席：5,000 円
※学生 25 歳以下は当日要学生証
チケット発売日 発売中
【演劇】

2017 年 10

月 10 日(火)

ミッドナイト・イン・バリ ～史上最悪の結婚前夜～
国民的脚本家・岡田惠和が手掛ける本作のテーマはずばり“結婚”！
本当にこの人と結婚していいのか――結婚前夜の男女の心の揺れを描きながら、愛する“他人”と一緒に生きること
の意味を、時にシニカルに、笑いと共に温かく問いかける本作。観たあなたは結婚したくなるのか、それとも……？
バリでの結婚式を明日に控える男女 4 人が織りなす、ハイスピード毒舌ラブコメディ！
九州は久留米・鹿児島（東京・大阪・久留米・鹿児島ほか全国 13 か所）
［脚本］岡田惠和
［演出］深川栄洋
［音楽］荻野清子
［出演］栗山千明、溝端淳平、浅田美代子、中村雅俊
［時間］18：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］一般：8,500 円／学生券：4,000 円 ※当日指定券引換、交換時要学生証
チケット発売日 ●一般 2017 年 8 月 12 日(土) 10 時～
Kurume City Plaza

【演劇】

2017 年 10

月 24 日(火)・25 日(水)

アマデウス
波乱万丈の生涯を送り、謎多き死を遂げた天才作曲家モーツァルト。
モーツァルトの天才性に対する嫉妬と羨望の感情に苦悩する松本幸四郎演じる宮廷楽長
サリエーリの視点から物語が紡がれます。
九州は久留米のみ（東京・大阪・久留米）
［出演］松本幸四郎､桐山照史、大和田美帆 ほか
1 24 日(火) 19：00 開演／○
2 25 日(水) 11：30 開演／○
3 25 日(水) 16：30 開演
［日時］○
※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席(1-3 階席)：11,000 円／A 席(3-4 階席)：8,800 円／B 席(4 階席)：6,000 円／
学生券：5,000 円 ※当日指定席引換、交換時要学生証
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 2017 年 8 月 6 日(日) 10 時～
チケット発売日 ●一般 2017 年 8 月 19 日(土) 10 時～
【演劇】

2017 年 10

月 26 日(木)

関数ドミノ
2005 年に初演を迎え、09 年、14 年と再演され好評を博した、劇団“イキウメ”の代表作。
とある都市で起こった奇妙な交通事故の顛末が描かれる。
九州は久留米・北九州・大分（東京・北九州・大分・久留米・北海道・兵庫）
［出演］瀬戸康史、柄本時生、小島藤子、鈴木裕樹、山田悠介、池岡亮介、八幡みゆき、千葉雅子、勝村正信
［時間］18：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席(1-3 階席)：7,500 円／A 席(3-4 階席)：6,000 円／
学生券：3,500 円 ※当日指定席引換、交換時要学生証
チケット発売日 ●一般 2017 年 8 月 26 日(土) 10 時～
【大道芸】

2017 年 11

月 4 日(土)

第 47 回久留米ちくご大歌舞伎
［時間］11：00 開演 ※開場は開演 60 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席自由》
［料金］一般：3,000 円
チケット発売日 ●一般 2017 年 9 月中旬予定

【演劇】

2017 年 11

月 23 日(木・祝)

誰か席に着いて
芸術家支援の財団。来年の助成対象者の選定に集まった 4 人の男女。
崇高な芸術。その未来について大いに語ろうではないかー。
ところが、彼らの頭の中は、プライド、嫉妬、嘘、名声、金など、自分の問題で一杯で…。
未来どころか目の前の現実で精一杯な大人たちへ人気作家・倉持裕が豪華キャストで贈るコメディドラマ!
九州は久留米のみ（東京・久留米・広島・新潟ほか全国 9 か所）
［作・演出］倉持裕
［出演］田辺誠一、木村佳乃、片桐仁、倉科カナ ほか
［時間］15：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席(1-3 階席)：9,000 円／A 席(3-4 階席)：7,800 円／B 席(4 階席)：5,500 円／
学生券：4,000 円 ※当日指定席引換、交換時要学生証
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 2017 年 8 月 26 日(土) 10 時～
チケット発売日 ●一般 2017 年 9 月 9 日(土) 10 時～
【大道芸】

2017 年 11

月 25 日(土)・26 日(日)

久留米たまがる大道芸 2017
九州最大規模の大道芸フェスティバル｡
［会場］六角堂広場 ほか
※出演、時間未定
観覧無料
昨年の様子

Kurume City Plaza

【ミュージカル】

2017 年 11

月 28 日(火)・29 日(水)

ダディ・ロング・レッグズ ～足ながおじさんより～
名作「あしながおじさん」を原作とした心あたたまるミュージカル。
“ベストキャスト”と呼び声の高い、井上芳雄と坂本真綾を再び迎えてお贈りします。
九州は久留米のみ（東京・久留米・兵庫・名古屋）
［出演］井上芳雄、坂本真綾
1 28 日(火)18：30 開演／○
2 29 日(水)13：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］一般：10,000 円／学生券：4,000 円 ※当日指定席引換、交換時要学生証
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 2017 年 9 月 2 日(土) 10 時～
チケット発売日 ●一般 2017 年 9 月 30 日(土) 10 時～
【落語】

2017 年 12

月 21 日(木)

江戸落語 柳家三三独演会 「三三の冬噺。」
夏の上方落語に続き、冬は江戸落語が登場します。噺家は柳家三三。
ぜひ、上方落語と江戸落語を聴き比べてください。
［出演］柳家三三 ほか
［時間］14：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般：3,000 円／高校生以下：1,000 円 ※当日要学生証
チケット発売日 ●一般 2017 年 8 月 11 日(金・祝) 10 時～
【ミュージカル(子ども)】

2018 年 1

月 14 日(日)

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル 「ソドー島のたからもの」
トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆け巡る!
映像も駆使したオリジナルストーリーのファミリーミュージカル!!
1 11：30 開演／○
2 14：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［時間］○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］一般：2,800 円／お得なファミリー券(4 名以上)：1 枚 2,400 円
※未就学児入場可。2 歳以上有料。2 歳未満は保護者 1 名につき 1 名膝上無料。
2 歳未満でも座席が必要な場合は有料。
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 2017 年 9 月 9 日(土) 10 時～
チケット発売日 ●一般 2017 年 9 月 23 日(土・祝) 10 時～

【演劇祭】

2018 年 1

月

はじめてのえんげき祭
昨年「めくるめくエンゲキ祭」として開催した１年目の実績をもとに、演劇の公演を観るだけでなく、
台本のリーディング、ワークショップなど多くの方々が気軽に演劇に触れられる機会をつくります。
［会場］久留米座、C ボックス、スタジオ ほか
※出演団体、日時、料金未定
チケット発売日 未定
【ミュージカル】

2018 年 2

月 10 日(土)～12 日(月・振)

ミュージカル 「黒執事」 -Tango on the Campania九州は久留米のみ（東京・兵庫・愛知・石川・久留米）
1 10 日(土) 12：00 開演／○
2 10 日(土) 17：00 開演／
［日時］○
3 11 日(日・祝) 12：00 開演／○
4 12 日(月・振) 12：00 開演
○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席：8,800 円／A 席 6,800 円
チケット発売日 ●一般 2017 年 10 月 1 日(日) 10 時～

掲載している情報は 2017 年 8 月 1 日現在の情報です。久留米シティプラザで行われる催しの最新の情報は、
ホームページなどで随時お知らせいたします。どうぞお楽しみに。

《久留米シティプラザホームページアドレス http://kurumecityplaza.jp/》
Kurume City Plaza

