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公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）
【音楽】2019年4月11日(木)
久留米市制施行130周年記念

※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

申込受付中

【音楽】2019年4月20日(土)

…イープラス
チケット発売中

石橋凌 Debut 40th Anniversary Tour
“淋しい街から”

NHK「新・BS日本のうた」公開収録

市川由紀乃

大江裕

北山たけし

伍代夏子

水前寺清子

福田こうへい

三山ひろし

吉幾三

［出演］市川由紀乃、大江裕、大川栄策、北山たけし、こおり健太、
伍代夏子、水前寺清子、福田こうへい、水田竜子、三山ひろし、
吉幾三 ほか（五十音順）
［時間］18:45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］観覧無料／要入場整理券／要事前申込
［観覧申込方法］
往復はがきに必須事項をご記入の上、お申込みください。
応募多数の場合は抽選となります。往復はがき1枚で2人入場できます。
※1歳以上のお子様から人数に含みます。

［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)

【歌舞伎】2019年4月23日(火)
久留米市制施行130周年記念

チケット発売中

松竹大歌舞伎
［出演］松本幸四郎改め二代目松本白鸚、
市川染五郎改め十代目松本幸四郎、
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web松竹
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

≪往復はがきの書き方≫
郵便往復はがき(私製を除く)の
「往信用裏面」にご自身の郵便番号・住所・名前・電話番号
「返信用表面」にご自身の郵便番号・住所・名前を
明記してお申し込みください。
※消せるボールペンは使用しないでください。
《往信面表面》
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《往信面裏面》
※はがき1枚で
2人入場可能
1．郵便番号
2．住所

4．電話番号

※返信用裏面には、抽選結果を印刷しますので、何も記入しないでください。
※記入不備があった場合は、無効となりますのでご注意ください。

≪申込先（往信面表面に記入≫
〒830-0031 久留米市六ツ門町8番地1
久留米シティプラザ「新・BS日本のうた」係
［申込締切日］3月14日(木)必着
※総合受付に直接持参いただいても受付できません。
必ずご郵送ください。
※抽選結果については3月28日(木)頃発送予定です。
《問》NHK福岡放送局 TEL092-724-2266(平日10:00～18:00)
久留米シティプラザ「新・BS日本のうた」特設ダイヤル
TEL0942-36-3088(10:00～18:00)
Kurume City Plaza

写真提供：松竹

3．名前

【音楽】2019年4月29日(月・祝)

きままにピアノ連弾ライブ ～0歳からOK
ザ・グランドホールで20本の指が奏でるピアノの
音につつまれるひととき。どなたもワンコインで入
場OK!お気軽にどうぞ。
［出演］デュエットゥ かなえ＆ゆかり(ピアノデュオ)
［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］1人500円 ※0歳から入場可
［チケット取扱い］
【チケット発売日】
●一般 ［窓口・WEB］3月24日(日)10:00～
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)
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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3月2日(土)・3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

当日券あり

【音楽劇】2019年5月2日(木・休)・3日(金・祝)

…イープラス
チケット発売中

プラトーノフ

音楽劇「ライムライト」

［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)

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

【ミュージカル】2019年3月23日(土)・24日(日)

【音楽】2019年6月2日(日)

チケット発売中

THE FLYING ELEPHANTS

ミュージカル「キューティ・ブロンド」

The Beatles Songs Night

［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)

【音楽】2019年4月14日(日)

［時間］17:00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4,000円 ※当日500円増
［チケット取扱い］
coffee & music エイトモダン
【チケット発売日】
●一般 ［窓口・WEB］3月15日(金)10:00～
《問》KUSU MUSIC TEL0942-48-8331
久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

【ミュージカル】2019年7月3日(水)
チケット発売中

細坪基佳45周年ホールコンサート
～Round45～
［出演］細坪基佳
［時間］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 ※当日料金未定
［チケット取扱い］
coffee & music エイトモダン
《問》KUSU MUSIC TEL0942-48-8331
久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)

【演劇】2019年4月19日(金)

チケット発売中

ミュージカル 「リューン～風の魔法と滅びの剣～」
［出演］藤原丈一郎、大橋和也、
ダイヤモンド ユカイ、泉見洋平、
春風ひとみ、大澄賢也 ほか
［時間］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］
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 ［WEB］4月9日(火)10:00～19：00
※久留米シティプラザ先行はWEBのみ
●一般 ［窓口・WEB］4月14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)

【演劇】2019年7月13日(土)・14日(日)

十二番目の天使

黒白珠（こくびゃくじゅ）

［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11:00～17:00)

［出演］松下裕也、平間壮一、清水くるみ、
植本純米、村井國夫、高橋惠子、
風間杜夫 ほか
［日時］13日(土)17:00開演、14日(日)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10,000円、A席8,500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】
●一般 ［窓口・WEB］4月21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)
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Kurume City Plaza

公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）

出演団体募集

【バレエ】2019年7月19日(金)

久留米シティプラザ芸能フェスティバル2019

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の3大バレエ
［出演］ヤーナ・グバノワ、長澤美絵 ほか
［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4,000円 ※4歳以上入場可
［チケット取扱い］
インプレサリオ東京チケットセンター
【チケット発売日】
●一般 ［窓口・WEB］3月24日(日)10:00～
《問》久留米シティプラザ TEL0942-36-3000(代)
インプレサリオ東京チケットセンター TEL050-3161-8171

芸能は久留米座、フラダンスは六角堂広場で
6月16日(日)に行う「久留米シティプラザ芸能フェスティバル2019」に参
加する団体を次の通り募集します。
［応募資格］久留米市在住または久留米市内において文化活動及び
サークル活動を行っている団体(5名以上)など。
［出 演 料］5,000円(1枠／15分)
［定
数］48枠程度・先着順
［申込期間］3月8日(金)～4月5日(金)必着
※但し、定数になり次第募集を
締め切る場合があります。
※募集チラシ兼申込書は久留米シティプラザ
総合受付・ホームページ、校区コミュニティ
センターなどで準備しております。申込方法
の詳細は募集チラシ・ホームページでご確認
ください。
《問》㈱西日本企画サービス
芸能フェスティバル担当
TEL0942-44-2786 FAX0942-44-0577

にぎわい情報

※内容は変更になる場合があります

2019年3月3日(土)

2019年3月23日(土)・24(日)

来福！ねこニャん祭り@みゃ～みゃ～の日

はるやすみ!こども★ほりでい

●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

tupera tupera展覧会コラボ企画「ぼくと わたしと みんなの ひろば」
くるっぱふわふわがやってきます。
●パンダになって参加しよう！「リバーシ大会」
●オリンピアンも夢じゃない「eスポーツ体験会」
●エコカーレーシング
※参加料が必要な場合有
［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

同時開催 2019年2月27日(水)～3/3(日)

来福！ねこニャん祭り presents 癒しの猫の森
［時間］11:00～18:00
［会場］展示室3
［料金］入場料100円 ※復興財源寄付
《問》㈱ハイマート久留米 TEL0942-38-5677

2019年3月6日(水)・20日(水)

六角堂広場 まちなか角打ちバル～春待酒～
［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
★4月は3日(水)・17日(水)開催

2019年4月12日(金)・13日(土)

まちなかアンティークマルシェ vol.4
［日時］12日(金)11:00～18:00
［日時］13日(土)29:30～18:00
［会場］六角堂広場
［料金］無料
《問》㈱ハイマート久留米
TEL0942-38-5677

2019年3月12日(火)・26日(火)

六角堂広場 まちなかシネマ
12日「ある愛の詩」／26日「きみがくれた未来」
［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
★4月は9日(火)・23日(火)開催
Kurume City Plaza

2019年3月21日(木・祝)

春はあけぼの。
六角堂広場に「桜」が咲きます。お花見気分で
まったりとした時間をお過ごしください。
［時間］10:00～16:00
［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3月18日(月)

久留米シティプラザ
公式ウェブサイト
Kurume City Plaza

