久留米シティプラザ催し物情報（主催・提携事業一覧）
2018 年 8 月 3 日(金)現在

※料金は全て税込価格

※特に記載のない公演・イベントは未就学児入場不可

観る・聴く

【ミュージカル】 2018 年 8 月 7 日(火)・8 日(水)

ミュージカル・コメディ 「キス・ミー・ケイト」
［出演］松平健、一路真輝、水夏希、大山真志、川﨑麻世、ちあきしん、杉山英司(スギちゃん)、太川陽介 ほか
［日時］7 日(火) 14：00 開演／8 日(水) 12：00 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：6,000 円／A 席：4,000 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／e+／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 8 月 11 日(土・祝)・12 日(日)

レインマン
［出演］藤原竜也、椎名桔平、安蘭けい、横田栄司、吉本菜穂子、渡辺哲
1 12：30 開演 ○
2 17：30 開演／12 日(日) 12：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］11 日(土・祝) ○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席：9,800 円 完売／A 席：8,500 円
［チケット取扱い］インプレサリオ ON-LINE ※久留米シティプラザでの取扱いは終了しました
チケット発売日 残席状況についてはインプレサリオエンターテインメントにお問合せください
《お問合せ》インプレサリオエンターテインメント TEL：092-718-4649(平日 10:00～18:00)
≪出演者変更について≫
スーザン役で出演を予定しておりました中越典子さんが健康上の理由により、降板することになりました。
なお、公演につきましては、スーザン役を安蘭けいさんが演じ、予定通り上演致します。

【ダンス】 2018 年 8 月 15 日(水)・16 日(木)

不思議の国のアリス
［演出・振付・美術］森山開次
［原作］ルイス・キャロル
［出演］森山開次、辻本知彦、島地保武、下司尚実、引間文佳、まりあ
1 11：30 開演 ○
2 15：00 開演 ※開場は開演 20 分前
［日時］15 日(水) 16：00 開演／16 日(木) ○
［会場］久留米座 《日時指定・全席自由(整理券番号付き)》
［料金］おとな：3,000 円／こども：1,000 円(4 歳以上～高校生)／おやこ：3,500 円(おとな 1 枚＋こども 1 枚)
※4 歳以上より入場可。3 歳以下のお子様はご入場いただけません。
［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

【演劇】 2018 年 8 月 25 日(土)・26 日(日)

宝塚 BOYS
［出演］永田崇人、溝口琢矢、塩田康平、富田健太郎、山口大地、川原一馬、中塚皓平、愛華みれ、山西惇
［日時］25 日(土) 13：30 開演／26 日(日) 12：30 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：8,800 円／U-25：5,000 円 ※25 歳以下対象、当日座席指定・引換時要証明書
［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／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【クラシック】 2018 年 8 月 30 日(木)

ローマ・イタリア管弦楽団 映画音楽名曲選
［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：6,500 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／e+
チケット発売日 発売中
Kurume City Plaza

【フォーク】 2018 年 9 月 11 日(火)

因幡晃 アコースティックコンサート 2018 「熟声生唄…一番搾り」
［時間］19：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］C ボックス 《全席自由》
［料金］前売：5,000 円 ※当日 500 円増
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／coffee & music エイトモダン／チケットぴあ／ローソンチケット／e+
チケット発売日 発売中 ※久留米シティプラザは窓口販売(総合受付)のみ

【ミュージカル】 2018 年 9 月 15 日(土)・16 日(日)

ミュージカル 「ゴースト」
［出演］浦井健治、咲妃みゆ／秋元才加〈W キャスト〉、平間壮一、森久美子 ほか
［日時］15 日(土) 13：00 開演〈●咲妃〉／16 日(日) 12：00 開演〈●秋元〉 ※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：12,000 円／A 席：9,000 円／B 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／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【落語】 2018 年 9 月 23 日(日)

久留米寄席 上方落語 桂雀々独演会 雀々ひとり格闘技 2018
［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：3000 円／高校生以下：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

【伝統芸能】 2018 年 10 月 2 日(火)

人形浄瑠璃 文楽
1 13：30 開演 「義経千本桜 椎の木の段、すし屋の段」
［時間・演目］○
2 18：00 開演 「義経千本桜 道行初音旅、新版歌祭文 野崎村の段」
○
※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般：5,000 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

【ミュージカル】 2018 年 10 月 6 日(土)・7 日(日)

ミュージカル 「マイ・フェア・レディ」
［出演］朝夏まなと／神田沙也加〈W キャスト〉、寺脇康文／別所哲也〈W キャスト〉、
相島一之、今井清隆、平方元基、春風ひとみ、伊東弘美、前田美波里 ほか
1 12：00 開演〈●朝夏・寺脇〉 ○
2 17:00 開演〈●神田・別所〉／
［日時］6 日(土) ○
7 日(日) 12：00 開演〈●神田・別所〉 ※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：12,500 円／A 席：8,500 円／B 席：4,000 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／e+／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 11 月 3 日(土・祝)・4 日(日)

ミュージカル 「ジャージー・ボーイズ」
［出演］中川晃教、中河内雅貴／伊礼彼方〈W キャスト〉、
海宝直人／矢崎広〈W キャスト〉、福井晶一／Spi〈W キャスト〉
［日時］3 日(土・祝) 18：00 開演〈○チーム WHITE（中河内、海宝、福井）〉／
4 日(日) 13：00 開演〈●チーム BLUE（伊礼、矢崎、Spi）〉 ※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：11,500 円／A 席：9,000 円／B 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／e+／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

【ジャズ】 2018 年 11 月 7 日(水)

Kurume Jazz Interaction 2018
［出演］鈴木良雄 BASS TALK 〔鈴木良雄(b)、井上信平(fl)、野力奏一(p)、岡部洋一(per.ds)〕
山本剛スペシャルバンド 〔山本剛(p)、香川裕史(b)、藤山英一郎(ds)、田部俊彦(sax)〕
宮之上貴昭グループ 〔宮之上貴昭(g)、青木弘武(p)、井島正雄(b)、平山惠勇(ds)〕
［ゲスト］西田麻美(vocal)、Mayumi(vocal)
［時間］18：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［会場］久留米座 《全席自由》
［料金］前売：5,500 円 ※当日 500 円増
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／coffee & music エイトモダン／チケットぴあ／ローソンチケット／e+
チケット発売日 発売中

【J-POP】 2018 年 11 月 8 日(木)

KODA KUMI LIVE TOUR 2018 ～DNA～
［出演］倖田來未
［時間］18：30 開演 ※開場は開演 60 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］一般：8,800 円 ※小学生以上有料(小学生未満のお子様でも、座席が必要な場合は要チケット)
［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／e+
チケット発売日 ●一般 ［窓口・WEB］8 月 18 日(土) 10:00～

【アートフェスティバル】 2018 年 11 月 17 日(土)・18 日(日)

第 5 回久留米たまがる大道芸 2018
［時間］未定
［会場］六角堂広場、久留米ほとめき通り商店街 ほか
観覧無料 雨天決行

【クラシック】 2018 年 11 月 28 日(水)

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2018
［時間］19：00 開演 ※開場は開演 60 分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席：8,300 円／A 席：6,700 円／B 席：5,200 円 ※未就学児入場不可
［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／e+
チケット発売日 ●広域連携中枢都市圏先行
〔対象：久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町に住んでいる方〕
［窓 口］8 月 12 日(日)～8 月 17 日(金) 10:00～19:00
［W EB］8 月 12 日(日) 10:00～8 月 15 日(水)19:00
※チケットお引取り期限：8 月 17 日(金)までに、久留米シティプラザ窓口で交換
★窓口・WEB とも購入時に本人確認ができる物が必要
●一般 ［窓口・WEB］8 月 25 日(土) 10:00～

ステージ写真は昨年の公演です。
Presentation licenseed by Disney
Concerts. © Disney

【ミュージカル】 2018 年 12 月 15 日(土)・16 日(日)

ミュージカル 「レベッカ」
［出演］山口祐一郎、大塚千弘／平野綾／桜井玲香〈トリプルキャスト〉、石川禅、吉野圭吾、
tekkan、今拓哉、KENTARO、出雲綾、森久美子、涼風真世／保坂知寿 ほか
1 13：00 開演〈涼風・平野〉 ○
2 18:00 開演〈保坂・桜井〉／
［日時］15 日(土) ○
16 日(日) 13：00 開演〈涼風・大塚〉 ※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：12,500 円／A 席：9,500 円／B 席：6,500 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／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 ［窓口・WEB］8 月 26 日(日) 10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］9 月 29 日(土) 10:00～

Kurume City Plaza

【演劇】 2019 年 1 月 11 日(金)～14 日(月・祝)

木下グループ presents 「No.9 －不滅の旋律－」
［出演］稲垣吾郎、剛力彩芽、片桐仁、村川絵梨、鈴木拡樹、岡田義徳、深水元基、橋本淳、広澤草、
小川ゲン、野坂弘、山崎雄大、奥貫薫、羽場裕一、長谷川初範
［日時］11 日(金) 18：00 開演／12 日(土) 18：00 開演／13 日(日) 13：00 開演／14 日(月・祝) 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］S 席：12,000 円／A 席：10,000 円／B 席：7,000 円(一部舞台が見えずらいシーン有)
※購入制限あり：お 1 人様 1 申込につき 4 枚まで
［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／e+
チケット発売日 予定枚数終了
《お問合せ》久留米公演事務局 TEL：092-718-4649(平日 10:00～19:00／土曜 10:00～17:00)

参加する・体験する

【だれでもワークショップ】 2018 年 8 月 9 日(木)～11 日(土・祝) ※申込受付期間延長

夏休みジュニア演劇体験‼「プラザでプレイ(遊び=演劇)しよう!」

〔対象：小学生〕

［講師］高野桂子(PUYEY)
1 9 日(木) 10:00～11:30／○
2 10 日(金) 10:00～11:30／○
3 11 日(土・祝) 10:00～11:30
［日時］○
［会場］スタジオ 3
［料金］各回 500 円
［定員］各回 20 人
1 参加希望ワークショップ ○
2 希望日時(複数日参加可能) ○
3 お名前
［申込方法］「○
4 ご連絡先(住所・電話番号) ○
5 参加人数」を電話または FAX にてご連絡ください。
○
［申 込 先］久留米シティプラザ TEL：0942-36-3000(代表)／FAX：0942-36-3087
申込受付期間 8 月 8 日(水)まで申込受付期間延長 《先着順・定員に達し次第受付終了》

高野桂子

【だれでもワークショップ】 2018 年 8 月 12 日(日)

シティプラザで演劇体験! 「探してみる／作ってみる」

〔対象：どなたでも〕

［講師］穴迫真一(劇団ブルーエゴナク 代表)
［日時］8 月 12 日(日) 13：30～15：00
［会場］スタジオ 3
［料金］500 円
［定員］20 人
1 参加希望ワークショップ ○
2 希望日時(複数日参加可能) ○
3 お名前
［申込方法］「○
4
5
○ご連絡先(住所・電話番号) ○参加人数」を電話または FAX にてご連絡ください。
［申 込 先］久留米シティプラザ TEL：0942-36-3000(代表)／FAX：0942-36-3087
申込受付期間 受付中 《先着順・定員に達し次第受付終了》

穴迫真一

穴迫信一

≪申込受付終了≫
第 5 回久留米まちゼミ Kids「つくってみよう！まちいろ広告★」…8 月 9 日(木)開催

掲載している情報は 2018 年 8 月 3 日(金)現在の情報です。
久留米シティプラザで行われる催し物の最新の情報は、久留米シティプラザ公式ウェブサイトなどで随時お知らせいたします。

http://kurumecityplaza.jp/
■お問合せ：久留米シティプラザ
久留米シティプラザ
［TEL］0942-36-3000(代表)
［FAX］0942-36-3087
［メール］plaza@city.kurume.fukuoka.jp
公式ウェブサイト
［住所］〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町 8-1
［休館日］12 月 29 日～1 月 3 日 ※他に臨時休館日を設けることがあります。 臨時休館日：8 月 20 日(月)、9 月 18 日(月)・19 日(火)
Kurume City Plaza

