久留米シティプラザ催し物情報（主催・提携事業一覧）
2018 年 12 月 1 日(土)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 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、森公美子、涼風真世／保坂知寿〈W キャスト〉 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 発売中

【落語】 2018 年 12 月 19 日(水)

久留米寄席 江戸落語 柳家三三独演会 「三三の冬噺 2018」
［出演］柳家三三、柳亭市弥
［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 ※入場時要学生証
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 発売中

【フォーク】 2018 年 12 月 24 日(月・振)

永井龍雲 LIVE2018 「オイビト」
［時間］16:30 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：5,000 円 ※当日 500 円増
［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+／coffee & music エイトモダン
チケット発売日 発売中

【演劇】 2019 年 1 月 11 日(金)～14 日(月・祝) ※前売予定枚数終了

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) 13：00 開演≪追加公演≫／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(一部舞台が見えづらいシーン有)
［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 前売予定枚数終了
《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)

Kurume City Plaza

【演劇】 2019 年 1 月 19 日(土)・20 日(日)

小松杏里のくるめ演劇塾 2018 後期 プラ座クラス発表公演
岸田國士 2 作品連続リーディング公演 「犬は鎖に繋ぐべからず」 「葉桜」
［作］岸田國士
［演出］小松杏里
［日時］19 日(土) 17：00 開演／20 日(日) 14：00 開演 ※開場は開演 20 分前
［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 ●一般 ［窓口・WEB］12 月 23 日(日) 10:00～

【演劇】 2019 年 2 月 9 日(土)・10 日(日)

飛ぶ劇場 vol.40 「わたしの黒い電話」
［作・演出］泊篤志
［日時］9 日(土) 18：00 開演…アフターイベント予定／10 日(日) 14：00 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：2,800 円／学生：1,800 円／高校生以下：1,000 円
※学生は入場時要学生証 ※当日各 200 円増
［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
《お問合せ》飛ぶ劇場 TEL・FAX：093-372-0299

【落語】 2019 年 2 月 17 日(日)

久留米寄席 桃月庵白酒独演会「白酒の節句」
［出演］桃月庵白酒、桃月庵こはく
［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 ※入場時要学生証
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 ●一般 ［窓口・WEB］12 月 19 日(水) 10:00～

【演劇】 2019 年 2 月 23 日(土)・24 日(日)

舞台 「みみばしる」
［作・演出］松居大吾(ゴジゲン)
［出演］本仮屋ユイカ、（以下 50 音順）市川しんぺー、祷キララ、工藤真唯、小松有彩、鈴木翔太郎、
鈴政ゲン、タカハシマイ、玉置玲央、仲山賢、奈良原大泰、日高ボブ美、藤井克彦、前田航基、
三浦俊輔、宮平安春、村上航、目次立樹、本折最強さとし、ゆうたろう
1 14：00 開演 ○
2 19:00 開演／24 日(日) 13：00 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］23 日(土) ○
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般：6,800 円／高校生以下：3,000 円 ※入場時要証明書
［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 ●久留米シティプラザ先行 ［窓口・WEB］12 月 2 日(日) 10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］12 月 8 日(土) 10:00～

【演劇】 2019 年 3 月 2 日(土)・3 日(日)

プラトーノフ
［ 作 ］アントン・チェーホフ
［翻訳］目黒条
［演出］森新太郎
［出演］藤原竜也、高岡早紀、比嘉愛未、前田亜季、中別府葵、浅利陽介、神保悟志、西岡德馬 ほか
1 12：30 開演 ○
2 17:30 開演／3 日(日) 12：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］2 日(土) ○
［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／e+／インプレサリオ ON-LINE
チケット発売日 発売中
《お問合せ》インプレサリオエンターテインメント TEL：092-985-8955(平日 10:00～18:00)

Kurume City Plaza

【ミュージカル】 2019 年 3 月 23 日(土)・24 日(日)

ミュージカル 「キューティ・ブロンド」
［出演］神田沙也加、平方元基、植原卓也、樹里咲穂、新田恵海、木村花代、長谷川初範 ほか
［日時］23 日(土) 18：00 開演／24 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］S 席：11,000 円／A 席：8,000 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 ●一般 ［窓口・WEB］12 月 8 日(土) 10:00～

【演劇】 2019 年 4 月 19 日(金)

十二番目の天使
［原作］オグ・マンディーノ
［翻訳］坂本貢一(求龍堂刊「十二番目の天使」より)
［台本］笹部博司
［演出］鵜山仁
［出演］井上芳雄、栗山千明、六角精児、木野花、辻萬長、
大西統眞／溝口元太(W キャスト)、城野立樹／吉田陽登(W キャスト)
［時間］13：30 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：10,000 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 ●久留米シティプラザ先行 ［窓口・WEB］12 月 16 日(日) 10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］12 月 22 日(土) 10:00～

【ロック】 2019 年 4 月 20 日(土)

石橋凌 Debut 40th Anniversary Tour “淋しい街から”
［出演］石橋凌
［時間］18：00 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］一般：7,500 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 ●一般 12 月 22 日(土) 10:00～
＊久留米シティプラザのみ 12 月 23 日(日)から発売

【音楽劇】 2019 年 5 月 2 日(木)・3 日(金・祝)

音楽劇 「ライムライト」
［原作・音楽］チャールズ・チャップリン
［上 演 台 本］大野裕之
［音楽・編曲］荻野清子
［演出］荻田浩一
［出演］石丸幹二、実咲凜音、矢崎広、吉野圭吾、植本純米、保坂知寿、佐藤洋介、舞城のどか
［日時］2 日(木) 18：00 開演／3 日(金・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］一般：11,000 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 ●一般 ［窓口・WEB］2 月 2 日(土) 10:00～

Kurume City Plaza

参加する・体験する

【演劇塾】 2018 年 12 月 8 日(土)・22 日(土)

※両ゼミとも受付終了

小松杏里のくるめ演劇塾 2018 後期 特別ゼミ参加者募集
［講師・日程］

講師

日時

池田美樹

12 月 8 日 (土) 14:00～17:00

川口大樹

12 月 22 日 (土) 14:00～17:00

［定
員］各 20 人程度 《先着順》
［料
金］1 レッスン：1,000 円
［参 加 資 格］中学生以上・経験不当 ※小学生は要相談
［会
場］スタジオまたは C ボックス
申込受付期間 両ゼミとも定員に達したため受付は終了しました

掲載している情報は 2018 年 12 年 1 日(土)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
［TEL］0942-36-3000(代表)
［FAX］0942-36-3087
［メール］plaza@city.kurume.fukuoka.jp
［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］12 月 17 日(月)

久留米シティプラザ
公式ウェブサイト

Kurume City Plaza

