久留米シティプラザ主催・提携事業一覧
2017 年 12 月 28 日現在
【音楽】

2018 年 1

※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(月・祝)

宮川彬良&アンサンブル・ベガ
朝の連続テレビ小説『ひよっこ』、E テレの音楽番組『クインテット』などで大活躍の作曲家・宮川彬良と
アンサンブル・ベガが久留米・初公演！ウットリ美音に酔い、ムハハと笑い転げる「幸福一直線」！
［出演］宮川彬良、アンサンブル・ベガ
［時間］14：00 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］一般 2,000 円／3 歳～小学生 500 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 発売中
【音楽】

2018 年 1

月 13 日(土)

陸上自衛隊久留米駐屯地ふれあいコンサート
［時間］14:00 開演 ※開場は開演 60 分前
［会場］ザ・グランドホール
［料金］無料・要入場整理券 ※入場整理券は配布を終了しました。
≪入場整理券についてご注意≫
★当日は入場整理券をお持ちの方がご入場できます。
★当日 12:00 より受付を開始します。スムーズなご入場のため 13：30 までにご来場ください。
★14：00 以降（開演後）はご入場できなくなります。
★満席になり次第、消防法の規定によりご入場をお断りする場合がございます。
整理券配布 配布終了
※本公演に関するその他詳細は、陸上自衛隊久留米駐屯地広報班にお問合せください。
陸上自衛隊久留米駐屯地広報班 TEL0942-43-5391(内線 374・448・490)
【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 枚以上まとめて購入の場合)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。
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【演劇祭】

2018 年 1

月 20 日(土)・21 日(日)

はじめてのえんげき祭
速水奨 朗読会 The Reading Show in 久留米座 『陰陽師 鬼小町』
人気声優、速水奨がお届けするリーディング公演。
夢枕獏の人気作、陰陽師シリーズの一作『鬼小町』を久留米座の能舞台で、
美声とギターの生演奏によりお届けします。情緒たっぷりの朗読をお楽しみください。
［ 作 ］夢枕獏(「陰陽師 飛天の巻」文春文庫)
［出演］速水奨
［音楽・ギター演奏］ウエキ弦太
［日時］20 日(土) 17:00 開演※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席自由》
［料金］一般 1,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 発売中
Kurume City Plaza

ペヤンヌマキ×安藤玉恵生誕 40 周年記念 ブス会＊ リーディング 『男女逆転版・痴人の愛』
谷﨑潤一郎の普及の名作『痴人の愛』を、現代に置き換え男女逆転にして描き出します。
岸田國士戯曲賞 2 年連続で最終候補に選ばれているペヤンヌマキと、『あまちゃん』『深夜食堂』など
テレビ・映画でも活躍する安藤玉恵がタッグを組みます。
ブス会＊としては地方初公演。チェロの生演奏とともに、和室での密なひとときをお過ごしください。
［翻案・演出］ペヤンヌマキ
［原作］谷崎潤一郎『痴人の愛』
［出演］安藤玉恵、福本雄樹(唐組)、山岸門人／浅井智佳子(チェロ演奏)
［日時］21 日(日) ①13：00 開演／②17:00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］和室 《全席自由》
［料金］一般 1,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 発売中

音のチカラ ～舞台もドラマも音次第！～
ふだん何気なく聞き流してしまいがちな音。でも、作品を生かすも殺すも音次第。
ちょっとした音の味付けで、舞台やドラマの世界が色づきます。
そんな「音のデザイン」を体験できる展示とワークショップを覗いてみませんか？
［日時］①音のデザイン体験展示…20 日(土)・21 日(日) 両日とも 13：00～15:00／16：00～17:00
［日時］②ワークショップ…20 日(土)・21 日(日) 両日とも 15:00～16：00(定員各 20 名)
［会場］スタジオ
［料金］無料 ※ワークショップのみ要整理券
整理券配布 各回とも当日 14：45 よりスタジオ前にて整理券配布、定員に達し次第終了。

演劇塾発表公演 『3 ゼミまとめ見！』
2016 年から始まったくるめ演劇塾。
小学生から 60 代の方まで、はじめて舞台に立つ参加者も多いプラ座コースの発表公演も 3 回目を迎えます。
今回の公演は九州で活躍する演出家 3 人がそれぞれゼミ形式で塾生と作品を創作。
演出家と参加者の個性あふれる発表をご期待ください。
●池田ゼミ『おくびょうな王子さま ―久留米版―』
恋する心に柔軟剤！「恋」したくなる 30 分～恋ができない王子さまの、恋のお稽古物語―。
●高野ゼミ『よりみち』
アメリカ人がホームステイで久留米にやってきた！さっそく子どもたちが街を案内すると…。
●川口ゼミ『12 人の吸いたいやつら』
とある山奥の建物に集まった 12 人の男女。「吸いたい」気持ちが次第にエスカレートし…。
［日時］20 日(土) 14：00 開演／21 日(日) 14：00 開演 ※開場は開演 20 分前 ※1 公演で 3 作品とも上演
［会場］C ボックス 《全席自由》
［料金］一般 500 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 発売中

くるめと安徳天皇伝説 ―展示―
まちを取材・リサーチして、その地域ならではの戯曲を執筆する劇作家・岸井大輔氏を招いて、久留米の物語
を創作します。テーマは水天宮に祀られている「安徳天皇」。リサーチ第一弾として、久留米に住み方々に歴
史・伝説・うわさなどを語っていただきました。
●展示
［日時］21 日(日) 13：00～18：00
［会場］スタジオ 4
［料金］無料
【ミュージカル】

2018 年 2

月 3 日(土)・4 日(日)

cube 20th presents Japanese Musical 「戯伝写楽 2018」
たった 10 ヶ月の間に、145 点余の作品を残し忽然と消えた浮世絵師・東洲斎写楽。写楽とは何者なのか？という
謎にせまりながら、喜多川歌麿、葛飾北斎、十返舎一九など、寛政の時代に己の才能のまま、熱く自由に生きる芸
術家たちの姿を描いたミュージカル『戯伝写楽』が 8 年ぶりの再演。
［出演］橋本さとし、中川翔子、小西遼生、壮一帆、村井國夫 ほか
［日時］3 日(土) 17：00 開演／4 日(日) 13：00 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］一般 11,000 円／学生券 5,000 円 ※当日座席指定・引換時要学生証
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中
Kurume City Plaza

【ミュージカル】

2018 年 2

月 10 日(土)～12 日(月・休)

ミュージカル 黒執事 -Tango on the Campania柩やなのマンガ「黒執事」を原作としてミュージカルの最新作。
今回の「-Tango on the Campania-」では、新たな演出に児玉明子を迎え、「豪華客船編」のエピソードが描かれる。
1 12：00 開演 ○
2 17：00 開演／11 日(日・祝) 12：00 開演／12 日(月・休) 12：00 開演
［日時］10 日(土) ○
※開場は開演 45 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席 9,000 円／A 席 5,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【ミュージカル】

2018 年 3

月 2 日(金)

ミュージカル 「リューン～風と魔法の滅びの剣～」
大きな力を持った“滅びの剣”を巡って対立する幼なじみの少年 2 人の成長を描いたファンタジー。
［出演］藤原丈二郎(関西ジャニーズ Jr)、大橋和也(関西ジャニーズ Jr)、ダイヤモンド ユカイ、大澄賢也、
永田崇人、浜崎香帆 ほか
［日時］2 日(金)18；30 開演 ※開場は開演 45 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席 9,500 円／A 席 8,500 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中
【演劇】

2018 年 3

月 17 日(土)・18 日(日) ≪追加公演決定≫

密やかな結晶
石原さとみ 4 年ぶり待望の舞台出演決定！
芥川賞作家、小川洋子(「博士の愛した数式」ほか)の同名小説を日本アカデミー賞最優秀脚本賞・
読売演劇大賞最優秀作品賞の鄭義信(「焼肉ドラゴン」ほか)による脚本・演出を舞台化。
［出演］石原さとみ、村上虹郎、鈴木浩介 ほか
1 13：00 開演 《追加公演》○
2 18：00 開演／18 日(日) 13：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］17 日(土) ○
※17 日(土)18：00 開演の回は終演後、アフタートークショーあり
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席 9,800 円／A 席 7,500 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス
チケット発売日 ●追加公演一般 2018 年 1 月 27 日(土) 10:00～
1 13：00 開演、18 日(日) 13：00 開演の前売券は完売しました。
※17 日(土)○
【音楽】

2018 年 3

月 24 日(土)

細坪基佳 LIVE2018 ～Old Time Good Time～
フォークデュオ「ふきのとう」、細坪基佳がシティプラザ C ボックスに登場。
［出演］細坪基佳
［日時］24 日(土) 16：00 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：5,000 円
［チケット取り扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス
チケット発売日 発売中
【ミュージカル】

2018 年 4

月 7 日(土)・8 日(日)

ラ・カージュ・オ・フォール 籠の中の道化たち
鹿賀×市村コンビ誕生 10 周年！最強の夫婦愛で導く、固く結ばれた家族の絆！
日本版“ラ・カージュ”史上最高のゴールデンコンビ 10 年の熟成を経たヴィンテージ公演をご堪能あれ！
［出演］鹿賀丈史、市村正親、木村達成、愛原実花、真島茂樹、新納慎也、香寿たつき、今井清隆、森久美子 ほか
1 12：30 開演 ○
2 17：30 開演／8 日(日) 12：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］7 日(土) ○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］SS 席 13,500 円／S 席 12,000 円／A 席 8,000 円／B 席 6,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

Kurume City Plaza

【演劇】

2018 年 6

月 2 日(土)・3 日(日)

竹生企画第三弾 火星の二人
大事故から奇跡的に生き延びた男(竹中)は事故後、廃人の様になっていた。
そして彼の息子も人が変わったようになり、その恋人(上白石)は悩んでいた。
そこに、やはり同じ事故から生還した男(生瀬)が訪ねて来る。
生死の境が曖昧になってしまった男と、同じ経験からむしろ活力をみなぎらせている男の
終わりなき口論から垣間見える、生き抜くことを巡る物語。
［作・演出］倉持裕
［出演］竹中直人、生瀬勝久、上白石萌音、池岡亮介、前野朋哉、高橋ひとみ
［日時］2 日(土) 13：00 開演／3 日(日) 13：00 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］一般：9,000 円／学生券 4,000 円 ※当日座席指定・引換時要学生証
［チケット取り扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 ●一般 2018 年 2 月 24 日(土) 10:00～

掲載している情報は 2017 年 12 月 28 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

