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公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）

※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

【お笑い】2019年9月22日(日)

【落語】2019年9月23日(月・祝)

サンドウィッチマン
ライブツアー2019

三遊亭歌之介改メ
四代目三遊亭圓歌襲名披露公演

［日時］22日（日）14：00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5,500円
※当日300円増
※6歳以上有料、5歳以下入場不可
［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］三遊亭圓歌、三遊亭円楽、
林家木久扇、柳亭市馬、
林家たい平
［日時］23日（月・祝）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6,000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)

注釈付Ｓ席販売中
＊注釈付Ｓ席とは、舞台近くのお席になるが、
ステージの一部が見えづらい可能性があるお席

［作・演出］三谷幸喜
［出演］柿澤勇人、佐藤二朗、広瀬アリス、
八木亜希子、横田栄司、
はいだしょうこ、迫田孝也
［日時］12日（土）12：30開演/17:30 開演
13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10,800円、注釈付S席10,800円
A席7,800円、B席 5,800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
TEL092-985-8955
(平日10:00～18:00)

Report

チケット発売中

※都合により出演者が変更になる場合が
ございます。予めご了承ください。

【演劇】2019年10月12日(土) ・13日(日)

愛と哀しみの
シャーロック・ホームズ

…イープラス

【演劇】2019年11月29日(金)・30日(土)・12月1日(日)

カリギュラ
［作］アルベール・カミュ
［演出］栗山民也
［出演］菅田将暉、高杉真宙、谷田歩、
橋本淳、秋山菜津子 他
［日時］11月29日（金）18：30開演
30日（土）13：00開演/18：00開演
12月 1日（日）13：00開演
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S席12,000円、A席9,800円
［チケット取扱い］ （※Webのみ）

予定枚数販売終了

インプレサリオON-LINEチケット
《問》インプレサリオ
TEL092-985-8955(平日10:00～18:00)

tupera tupera × コドモディスコ ワークショップ

久留米市美術館で開催中の「ぼくと わ
たしと みんなの tupera tupera 絵本の
世界展」の関連イベントとして、8月12
日（月・振）に久留米シティプラザでワー
クショップを開催しました。
第1部「ディスコモンスターをつくろう！」
では、子どもたちが、性格、特徴、モン
スターの名前が書かれたくじを引き、イ
メージするモンスターの輪郭を選択。
ビーズや光る絵の具、端切れ、ウィッグ
などの素材を使って装飾し、個性的で

Kurume City Plaza

かわいいモンスターをつくり上げました。
第2部「ディスコモンスターになろう！」
では、第1部でつくったモンスターを持っ
て踊りました。また、入り口に用意された
光るシールなどを身体に付けてモンス
ターに変身！幻想的なディスコ空間の
中、DJが鳴らす音楽に合わせて子ども
も大人も踊って楽しんでいました♪
撮影：仲朝芳
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公演情報（久留米シティプラザ主催・提携事業）

※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

【歌舞伎】2019年10月20日(日)

きかんしゃトーマス クリスマスコンサート

第49回久留米ちくご大歌舞伎

「ソドー島のメリークリスマス」

［日時］20日（日）11：00開演
※開場は開演60分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席自由》
［料金］一般3,000円
［チケット取扱い］
《問》久留米ちくご大歌舞伎実行委員会事務局
TEL0942-22-6766

［日時］15日（日）12：30開演/15：00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3,050円
お得なファミリー券
(4枚以上まとめてご購入の場合)
1枚2,650円
※2歳以上有料
［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)

一般発売
9月10日（火）～

【音楽】2019年12月28日(土)

久留米初演100周年記念演奏会

ベートーヴェン 「第九」
［指揮］現田茂夫
［出演］九州交響楽団
ソプラノ：二宮咲子 テノール：青地英幸
アルト：立川かずさ バリトン：伊藤貴之
合唱：久留米第九を歌う会
［日時］28日（土）15：00開演
※開場は開演60分前
［会場］ザ・グランドホール 《全席自由》
［料金］一般2,500円 ※当日500円増
［チケット取扱い］
《問》久留米第九を歌う会（樫村） TEL090-5385-3356

【演劇】2020年1月11日(土)・12日(日)

そら

「ハッピー、ラブリー、ポリティカル」
［作・演出］泊篤志
［出演］桑島寿彦、内山ナオミ 他
［日時］11日（土）18：00開演（アフターイベント有り）
12日（日）14：00開演
※開場は開演30分前
［会場］Ｃボックス 《日時指定・全席自由》
［料金］一般2,800円
学生1,800円
高校生以下1,000円
※入場時要証明書提示
※当日200円増
［チケット取扱い］
カルテットオンライン
《問》飛ぶ劇場制作事務所 TEL093-372-0299

そら

「セミの空の空」

［作・演出］山本正典
［出演］牛嶋千佳、三村るな、まえかつと 他
［日時］18日（土）19：30開演
19日（日）11：00開演/15：30開演
※開場は開演30分前
［会場］Ｃボックス 《日時指定・全席自由》
［料金］一般2,500円
18～25歳割2,000円
高校生以下1,000円
九州7県以外割700円
前回公演『全部あったかいものは』《2019年・福岡ぽんプラザホール》
当日券（一律）3,000円
※一般以外は、いずれも入場時要証明書提示
［チケット取扱い］
こりっちチケット
《問》コトリ会議 TEL050-5240-3066（制作：ワカバヤシ）
ﾒｰﾙ：kotorikaigi@gmail.com

Pick up
久留米の商店街が華やかな
パフォーマンス・ストリー
トに大変身！？
躍動感あふれる驚愕の芸を
お楽しみください！
日 時
2019年11月16日(土)
17日(日)
観覧無料、雨天決行
開催場所
久留米シティプラザ
六角堂広場
久留米ほとめき通り
商店街 ほか
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一般発売
9月22日（日）～

飛ぶ劇場Vol.41

一般発売
9月14日（土）～

【演劇】2020年1月18日(土)・19日(日)

コトリ会議 演劇ツアー公演3回め

一般発売
9月21日（土）～

【音楽】2019年12月15日(日)

久留米市制施行130周年記念

…イープラス

チケット発売情報
【一般発売 9月10日(火)～】

【一般発売 9月21日(土)～】

12月28日(土)
久留米初演100周年記念演奏会
ベートーヴェン 「第九」

12月15日(日)
きかんしゃトーマス クリスマスコンサート

【一般発売 9月14日(土)～】

【一般発売 9月22日(日)～】

2020年1月18日(土)・19日(日)
コトリ会議 演劇ツアー3回め
「セミの空の空（せみのそらのそら）」

2020年1月11日(土)・12日(日)
飛ぶ劇場Vol.41

「ソドー島のメリークリスマス」

「ハッピー、ラブリー、ポリティカル」

第6回
第6回久留米たまがる大道芸2019 ボランティア募集
久留米たまがる大道芸2019の運営などに関わるボランティアスタッフを募集
します。初めての方、お友達同士の参加も大歓迎！いっしょに街を盛り上げま
しょう！参加は無料です。当日は出演者の移動・上演に関する補助、お客様の
案内・誘導などをしていただきます。
日

時

11月16日(土)9：00～20：00
17日(日)9：00～16：00

対

象

高校生以上

申込方法

定員30名程

※未成年者は保護者の同意が必要

詳細は公式Webサイトをご確認ください
(※「久留米シティプラザ」で検索)

募集期間

2019年9月9日(月)～10月15日(火)

《問》久留米たまがる大道芸実行委員会事務局（久留米シティプラザ内）
TEL：0942-36-3000(代表) FAX：0942-36-3087
Kurume City Plaza

ワークショップ情報
くるめと安徳天皇2019
Work shop

「子午線の祀り」で遊ぶ

水天宮が祀る安徳天皇は、数々の演劇に登場します。
久留米シティプラザでは、毎年、劇作家の岸井大輔氏を迎え、
安徳天皇を取材して演劇で遊ぶワークショップ「くるめと安徳天皇
（通称安徳部）」を開催しています。
今年のテーマは、劇作家木下順二の傑作「子午線の祀り」。
壇ノ浦の合戦をモチーフにしたこの戯曲を読み、安徳天皇ゆかりの
土地を回りながら、プロの劇作家らと、子午線の祀りを音読して
みたり、子午線の祀りで絵をかいてみたりしましょう。

日

時

2019年9月22日(日)～28日(土)（全6回）

会

場

久留米シティプラザ

講

師

岸井大輔（劇作家）

対

象

興味のある方どなたでも

資料代

500円

定

10名程度（先着順）

スタジオ他

※リサーチに伴い、別途移動費がかかることもあります

員

申込方法

詳細は公式Webサイトをご確認ください

《問》久留米シティプラザ事業制作課
TEL：0942-36-3000(代表)

にぎわい情報

【ワークショップスケジュール】
「子午線の祀り」を音読したり、絵をかいたり…。戯曲に対して、様々な
方法でアプローチします。勉強というより、まさに「遊んでみる」！
劇作家が、戯曲をどのようにとらえているのかを体験してみましょう。
①9月22日(日)
②9月23日(月・祝)
③9月27日(金)
④9月28日(土)

18：00～21：00
18：00～21：00
18：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00

【フィールドワークスケジュール】
安徳天皇ゆかりの地に実際に行ってみます。
④9月23日(月・祝)
⑤9月24日(火)

9：00～17：00
9：00～17：00

【オリエンテーション】
はじめて参加される方で、「くるめと安徳天皇ってどんな活動？」
「ちょっと興味があるので内容を知りたい」と思われる方は、
このオリエンテーションにご参加ください。
※①②は同じ内容です。
①9月22日(日)
②9月26日(木)

13：00～17：00
18：00～21：00

FAX：0942-36-3087

※内容は変更になる場合があります

2019年9月1日(日)

2019年9月4日(水)・18日(水)

まちなかアクアパーク
～まちなかに海がやってきた～

六角堂広場 まちなか角打ちバル
～生ビール飲み比べ/一番搾りとブラウマイスター～

［時間］10：30～16：00
［会場］六角堂広場
［料金］無料
《問》ハイマート久留米
TEL：0942-38-5677

［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
TEL：0942-38-5677

2019年9月10日(火)・22日(日)・23日(月・祝)

2019年9月14日(土)

六角堂広場 まちなかシネマ
10日「最高の人生の見つけ方」
22日「佐賀のがばいばあちゃん」
23日「夜霧よ今夜も有難う」

バス・鉄道フェスタinくるめ2019

［時間］10日 18：00～20：00
22日・23日 15：00～17：00
※時間は変更の場合有

［時間］11：00～17：00
［会場］六角堂広場
［料金］無料
《問》久留米市都市建設部
交通政策課
TEL：0942-30-9328

2019年10月8日(火)・22日(火・祝)

六角堂広場 まちなかシネマ
8日「ナチョ・リブレ覆面の神様」
22日「天国から来たチャンピオン」
［時間］18：00～20：00
※時間は変更の場合有

［会場］六角堂広場
［料金］無料
《問》ハイマート久留米
TEL：0942-38-5677

Kurume City Plaza

2019年10月16日(水)

六角堂広場 まちなか角打ちバル
［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
TEL：0942-38-5677
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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

Kurumeza Theatre

Creative Box

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9月24日(火)・25日(水)

久留米シティプラザ
公式ウェブサイト
Kurume City Plaza

