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催し物情報

公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）
【落語】2019年2月17日(日)

※料金は全て税込 ※特に記載がない公演は未就学児入場不可
…久留米シティプラザ
…チケットぴあ
…ローソンチケット

チケット発売中

久留米寄席 江戸落語

［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
［日時］2日(土)12:30開演／17:30開演、
3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］S席9,800円、A席7,500円
［チケット取扱い］
インプレサリオ ON-LINEチケット
《問》インプレサリオエンターテインメント
TEL092-985-8955
(平日10:00～18:00)

［出演］桃月庵白酒、桃月庵こはく
［演目］幾代餅 ほか
［日時］17日(日)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
［チケット取扱い］
《問》久留米シティプラザ
TEL0942-36-3000(代)(10:00～19:00)

チケット発売中

【ミュージカル】2019年3月23日(土)・24日(日)

舞台「みみばしる」

ミュージカル「キューティ・ブロンド」

［作・演出］松居大悟(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
［日時］23日(土)14:00開演／19:00開演、
24日(日)13:00開演
※開場は開演30分前
［会場］久留米座 《全席指定》
［料金］一般6,800円、高校生以下3,000円
※入場時要学生証
［チケット取扱い］
ピクニックチケットセンター
《問》ピクニックチケットセンター
TEL050-3539-8330(平日11:00～17:00)

［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］
ピクニックチケットセンター
《問》ピクニックチケットセンター
TEL050-3539-8330
(平日11:00～17:00)

REPORT

落語アウトリーチレポート

チケット発売中

プラトーノフ

桃月庵白酒独演会 「白酒の節句」

【演劇】2019年2月23日(土)・24日(日)

【演劇】2019年3月2日(土)・3日(日)

…イープラス

チケット発売中

ぜた小噺を披露し、あっという間にお客様の心をつか
みます。さらに、扇子を久留米名物の黒棒に見立て
て食べるしぐさをしたり、手ぬぐいを本に見立てて読ん

久留米シティプラザでは、普段劇場を訪れるきっか

だりといった、落語ではお馴染みの“しぐさ”を皆さんと

けが少ない方に、芸術やアーティストと触れ合う機会

一緒に行った後、希望者を高座に上げて小噺を指導

をお届けするアウトリーチ事業を行っています。今回は

する一コマも！最後は、こみち師匠が表情豊かに「片

「“笑いのチカラ”でコミュニティの活性化を。」と題し、

棒」を演じました。

市内のコミュニティセンターで落語アウトリーチを開催
しました。

来場者からは「久しぶりにすごく笑いました」「生きて
てよかった！」など大好評。こみち師匠も「久留米の

12月上旬、篠山校区コミュニティセンターに登場し

方はみんなフレンドリーでノリがいいのでお喋りしやす

たのは、落語家の柳亭こみち師匠。愛嬌のある笑顔

かったです」と満面の笑み。みんなで笑いを共有した

と明快な口ぶりで落語の豆知識や地元ネタを織り交

落語アウトリーチは、大盛況のうちに幕を閉じました。
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公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）
【演劇】2019年1月11日(金)～14日(月・祝)

※料金は全て税込 ※特に記載がない公演は未就学児入場不可
…久留米シティプラザ
…チケットぴあ
…ローソンチケット

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 ほか
［日時］11日(金)18:00開演、
12日(土)13:00開演／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］
《問》久留米公演事務局 TEL092-718-4649
(平日10:00～19:00、土曜10:00～17:00)

【演劇】2019年1月19日(土)・20日(日)

チケット発売中

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、城野立樹
［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］
ピクニックチケットセンター
《問》ピクニックチケットセンター
TEL050-3539-8330(平日10:00～18:00)

チケット発売中

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」

【音楽】2019年4月20日(土)

チケット発売中

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］
coffee & music エイトモダン
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

［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］
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

【演劇】2019年2月9日(土)・10日(日)

【演劇】2019年4月19日(金)

…イープラス

チケット発売中

【歌舞伎】2019年4月23日(火)

飛ぶ劇場vol.40「わたしの黒い電話」

松竹大歌舞伎

［作・演出］泊篤志
［日時］9日(土)18:00開演、
10日(日)14:00開演
※開場は開演30分前
※9日はアフターイベント開催予定
［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］
こりっちチケット
《問》飛ぶ劇場 TEL・FAX093-372-0299

［出演］松本幸四郎改め松本白鸚、市川染五郎改め松本幸四郎、
中村梅玉、市川高麗蔵、大谷廣太郎、松本錦吾、澤村宗之助
［時間］13:30開演／18:00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7,000円、A席6,000円
［チケット取扱い］
【チケット発売日】
●久留米中枢連携都市圏先行
［窓 口］1月27日(日)～2月1日(金) 各日10:00～19：00
［WEB］1月27日(日)10:00～1月31日(木)19：00
〔チケットは2月1日(金)までに、久留米シティプラザ窓口で引取〕
※対象：久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町在住の方
※購入時、住所を確認できる物が必要
●一般 ［窓口・WEB］2月2日(土)10:00～
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

【音楽】2019年3月16日(土)

【音楽劇】2019年5月2日(木・休)・3日(金・祝)

ふしぎなふしぎな音のコンサート

音楽劇「ライムライト」

0歳からの、
「おとから うまれる きもち」

3歳からの、打楽器の振動を
「みみ・め・からだで感じよう！」

［対象］0歳～どなたでも
［時間］11:00開演
※開場は開演30分前

［対象］3歳～どなたでも
※3歳未満入場不可
［時間］14：00開演
※開場は開演30分前

［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］萩野清子
［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・休)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］
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］1月20日(日)10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］2月2日(土)10:00～
《問》ピクニックチケットセンター TEL050-3539-8330(平日11:00～17:00)

［出演］前田啓太(パーカッション) ほか
［会場］ザ・グランドホール(ステージ上) 《全席自由》
［定員］各60名程度
［料金］一般1,000円、小学生以下500円
［チケット取扱い］
【チケット発売日】
●久留米中枢連携都市圏先行
［窓口］1月19日(土)10:00～1月25日(金)19：00
※対象：久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町在住の方
※購入時、住所を確認できる物が必要
●一般 ［窓口・WEB］1月26日(土)10:00～
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)
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募集情報

※料金は全て税込

小松杏里のくるめ演劇塾2018 後期
特別ゼミ参加者募集
2019年2月3日(日)
声と言葉の基礎と基本
ーいろんな台詞をいろんな表現でー
［講師］西山水木
(女優/演出家/劇作家)
［時間］14：00～17:00

にぎわい情報

2019年2月17日(日)
言葉の音、詩とセリフ、
そのリズムと
［講師］穴迫信一
(劇団ブルーエゴナク代表)
［時間］14：00～17:00

＝共通事項＝
［参加資格］中学生以上、経験不問 ※小学生は相談のうえ
［定員］各20名程度
［会場］スタジオ
［参加費］1レッスン 1,000円 ※ゼミ当日に徴収
【申込方法】専用の申込用紙で、郵送・FAX・総合受付提出・メールにてお申込みください。
※メールの場合は申込用紙と同内容をメール本文に記入。
【申込先】〒830-0031 久留米市六ツ門町8-1／FAX0942-36-3087／
MAIL kcp-j@city.Kurume.fukuoka.jp
【受付期間】1月5日(土)～ ※定員に達し次第締切
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

※内容は変更になる場合があります

2019年1月12日(土)

2019年1月22日(火)

ふるさとWish久留米市
2019年1月12日(土)
KBCラジオ65周年公開放送イベント
KBCラジオ65周年公開放

六角堂広場 まちなかシネマ
「ライアー・ライアー」

KBC発祥の地、久留米シティプラザからラジオ公開生
放送。KBCアナウンサー沢田幸二ほかパーソナリティー
も大集合。スペシャルゲストは久留米出身の石橋凌。
［時間］11:00～16:00(予定)
［会場］六角堂広場

《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

［時間］18:00～20:00
※時間は変更の場合有
［会場］六角堂広場
〔観賞無料〕
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677
★2月は11日(月・祝)・26日(火)開催

スペシャルゲスト
石橋凌

2019年1月14日(月・祝)まで開催中
第14回くるめ光の祭典

ほとめきファンタジー
［日時］開催中～1月14日(月・祝)まで
17:00～24:00
［会場］久留米中心市街地
（明治通り・西鉄久留米駅東口広場など）

《問》くるめ光の祭典実行委員会事務局
㈱ハイマート久留米内 TEL0942-37-7111

2019年1月25日(金)、2月15日(金)

まちなか テラスdeバル
六ツ門テラスのイルミネーションに囲まれて、
家族と仲間と大切な人と楽しい時間をすごし
ませんか♥
●ワイン 400円 ●日本酒 300円
●アラカルト 200円～ ●スープ 300円
［日時］1月25日(金)17:00～19:30
2月15日(金)17:00～19:30
［会場］六ツ門テラス
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677

2019年1月16日(水)

2019年2月2日(土)

六角堂広場 まちなか角打ちバル
～新春！祝い酒～

ハイマート久留米六角堂広場自主イベント＋ほとめき通り商店街コラボ

［時間］17:00～19:30
［会場］六角堂広場
［料金］生ビール1杯400円ほか
おつまみは商店街で購入して持込
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677
★2月は6日(水)・20日(水)開催

節分豆まき 鬼とあそぼう
●鬼のおめん作り ●鬼の木端バッジ作り
●豆リンピック(豆つかみ・豆うつし)
●ストラックアウト鬼バージョン、
●縁起物ふるまい ●鬼の顔出しパネル
●豆まき(商店街主催・抽選券付)
［時間］11:00～16:00
［会場］六角堂広場、カタチの森
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677

2019年1月18日(金)～20日(日)

まちなかアンティークマルシェ vol.3
東洋古美術・古布・西洋アンティーク・茶器
など色んなジャンルの骨董品が集まります。
あなたも目利きになりませんか。
［日時］18日(金)13:00～18:00
19日(土) 9:30～18:00
20日(日) 9:30～17:00
［会場］六角堂広場
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677

2019年3月3日(土)

来福！ねこニャん祭り@みゃ～みゃ～の日
●はんどめいどエリア
ネコをモチーフにしたはんどめいどショップがOPEN。
かわいい♪おいしい♪ニャンコが集まります。
●譲渡会エリア
家族をさがすニャンコがいます。
きっと嬉しい出会いがありますように！
［時間］10:30～16:00
［会場］六角堂広場
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677
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久留米シティプラザ 貸ホール・貸会議室 ご案内
久留米シティプラザは、大・中・小3つのホールと3種の会議室、展示室、スタジオ、全天候型広場、さらに本格的な和室や交
流スペースから構成されています。これらが2つの街区に渡って配され、多種多様な各施設を個別利用できるほか、全館を
活用したコンベンション利用も可能です。1階にはショップなどが入り、地下には114台収容の駐車場も完備しています。

ザ・グランドホール

久留米座

The Grand Hall

Ｃボックス

Creative Box

Kurumeza Theatre

優れた音響性能を持つ音楽を主目的とした多
機能ホール
座席数 合計1,514席

充実した舞台設備を持つホール。演劇、舞踏、
コンサートなどに適しています。
座席数 合計399席

床の高さを調節することで様々な空間を作り出
すことができるマルチスペース
座席数 合計144席

スタジオ

展示室

和室「長盛」

The Exhibition Space

The Stadios
音楽・演劇・ダンスの練習に適したスタジオが4
室有り、防音性・遮音性の高いつくりとなってい
ます。
定員 スタジオ1：43人
定員 スタジオ2・3：74人
定員 スタジオ4：47人

各種展示会、展覧会、見本市などが開催でき
ます。広さと高さを生かした展示が可能です。分
割利用可。
定員 全面利用シアター形式：215人
座数 全面利用スクール形式：168人
座数 ※3分割時67人～83人

Traditional Japanese Room
“CHOSEI”
京間8畳3室のすべてに炭も使える炉（電気炉
併用）を備え、炭手前の稽古から茶事、茶会ま
で行うことができます。
定員 定員約50人（3室合計）

会議室 大会議室／中会議室／小会議室
大・中・小の会議室は、それぞれ最大3つに分割でき、目的に合わせて広さを選ぶことができます。

大会議室

中会議室

Assembly Room
定員 シアター形式：378人
定員 スクール形式：300人
定員 ※3分割できます。

六角堂広場

小会議室

Meeting Room

Conference Room
定員 シアター形式：165人
定員 スクール形式：120人
定員 ※3分割できます。

定員 シアター形式：91人
定員 スクール形式：60人
定員 ※3分割できます。

ご利用料金、施設のご予約に関しましては「久留米シティプラザ」ホームページにてご確認ください。

http://kurumecityplaza.jp/
■お問い合せ先：久留米シティプラザ
［TEL］0942-36-3000(代表) ［FAX］0942-36-3087
Rokkakudo Square
憩いと賑わいの広場。膜屋根をかけた全天候
型の広場、様々なイベントの会場としてもご利用
できます。
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［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
［臨時休館日］2019年1月21日(月)

久留米シティプラザ
公式ウェブサイト
Kurume City Plaza

