
※チケットは全て税込価格です。

全席自由全席指定

チケット完売

アイコンの読み方

要整理券要事前申込

入場・観覧無料

お問合せ先

ザ・グランドホール 久留米座 Cボックス 六角堂広場 展示室

大会議室 中会議室 小会議室スタジオ 和室「長盛」 全館利用

完売

全指 全自

事前

無料

問

整理

メールファクス電話番号

June
6

※2017年5月12日現在の情報です。 ※掲載スケジュールにつきましては日程・会場等変更に
　なる場合がありますので予めご了承ください。

電話 : 0942-36-3000（代表）/ ファクス : 0942-36-3087 

住所 : 〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1

電子メール : plaza@city.kurume.fukuoka.jp

休館日 : 12月29日～1月3日

公式サイト : kurumec i typ laza .jp

※施設の保守点検等を行うため
　休館日を設けることがあります。

全自

休館日のお知らせ
臨時休館日 6月19日（月）は設備保守点検のため全館休館

いたします。六角堂広場、駐車場、カタチの森も
利用できません。各テナントは通常通り営業。

6/19 月 久留米シティプラザ
　0942-36-3000問

会議室、スタジオ、和室、展示室（作品展、各種教室など）

14:00
～21:30

23 金 フラワーアレンジメントスクール

フラワーデザインスクールＡＫＯ
　090-9794-5995
　0946-24-8491

問事前 3,300円～
定員　各コース10名

3

①10：30～12：00
②13：30～15：00

①10：30～12：00
②13：30～15：00

12 月
子育て世代ママ向けマネーセミナー

㈱ライフプラザパートナーズ
　090-3327-2087

問

3

13:30受付開始
14:00～16:00

4 日
いのちをいただく
～みーちゃんがお肉になる日～

ここねっと事務局
　080-6430-4065問

前売 1,200円
（当日 1,500円 ）
大学・高校生 500円
中学生以下 無料

9：05受付開始
9：15～10：00

10：35受付開始
10：45～11：30

25日
女子の老後貯蓄法iDeCo（イデコ）
超入門講座

FP事務所羅針盤（中山）
　0942-38-7081
　090-4454-0040
　 toiawase＠nakayamafp.com

問500円

3

開演16:00
※開場は
開演の30分前

25日
村上敦の”ドイツに学ぶ”講演会
「近距離移動で活気あるまちに」

持続可能なまちづくり研究会
　090-8417-3259（西村）
　090-7164-7775（奈良﨑）

問
一般 1,000円
学生 500円
定員 90名

1

2・3

18:30受付開始
19:00～21:00

30金
第20回生成発展実践会議
我那覇真子講演会2・3

オガワ機工（株）
　0942-31-1378
　0942-31-1380

問

六角堂広場（各種行事、催し物など）

事前

ホール系施設（コンサート、演劇、発表会など）

1 木 暴力団壊滅都市総決起集会

久留米市協働推進部安全安心推進課
　0942-30-9094問

13:00
～15:00

5 月 森昌子45周年記念コンサート

㈱夢グループ
　0570-064-724問

昼の部 開演14:00
夜の部 開演18:00
※開場は開演の30分前

ＳＳ席 8,640円
Ｓ席 　7,560円
※４歳未満入場不可

25日 スロヴァキア国立オペラ2017 久留米公演
コンサートオペラ 「セヴィリアの理髪師」

筑後スロヴァキア・オペラ交流の会
　090-7384-5617（大北）問

開演14:00
※開場は
開演の30分前

指定席 4,000円
自由席 前売3,000円
　　　 （当日3,500円）
学生券（自由席）2,000円

25日 久留米国際文化交流くらぶ フラメンコ教室発表会
Flamenco フェスタ2017

石橋文化センター
　0942-33-2271
久留米国際文化交流くらぶ
　0942-30-9271

問
開演14:30
※開場は
開演の30分前

2,500円
（当日3,000円）

無料18:00
～20:00

13 火
六角堂広場 まちなかシネマ
「ブラック・レイン」

(株)ハイマート久留米
　0942-38-5677
　0942-37-7955

問
※時間は変更の場合有

無料

無料

18:00
～20:00

27火
六角堂広場 まちなかシネマ
「スタンド・バイ・ミー」

(株)ハイマート久留米
　0942-38-5677
　0942-37-7955

問
※時間は変更の場合有

プレシャスタイム実行委員会
　0942-38-0124
　 info@of-tanaka.com

問18:30
～20:30 参加費1,000円

プレシャスタイム
「浴衣を着こなそう オトナの浴衣着付け講座＆交流会」23 金

石橋文化センター（くるおん係）
　0942-33-2271問16:30

～20:00

第1回「くるめライブチャレンジ2017」25 日

14 水

17:00
～19:30

六角堂広場 まちなか角打ちバル
(株)ハイマート久留米
　0942-38-5677
　0942-37-7955

問生ビール一杯400円ほか
おつまみは商店街で購入して持込

14 水

10:00
～19:00

ハンドメイド・カフェ

ハンドメイドカフェ seed
　080-1785-4707問500円～

21 水

10:00
～19:00

ハンドメイド・カフェ

ハンドメイドカフェ seed
　080-1785-4707問500円～

28水

10:00
～19:00

ハンドメイド・カフェ

ハンドメイドカフェ seed
　080-1785-4707問500円～

21 水

17:00
～19:30

六角堂広場 まちなか角打ちバル
(株)ハイマート久留米
　0942-38-5677
　0942-37-7955

問生ビール一杯400円ほか
おつまみは商店街で購入して持込

無料

無料

14 水
子育て世代ママ向けマネーセミナー

㈱ライフプラザパートナーズ
　090-3327-2087

問

1

無料

事前無料

問

主催関係者のみ　  学術会議

第185回
日本医学放射線学会 九州地方会

日本医学放射線学会
九州地方会日

・10

11

ＭＩＣＥ情報
（MICEとは、会議（Meeting）、インセンティブ旅行（Incentive Travel）、学会など
のコンベンション（Convention）、イベント（Exhibition/Event）の頭文字です。）

関係者のみ 総会
研究大会

他

他

平成２９年度 公益社団法人
全国公立文化施設協会
定時総会・研究大会（久留米大会）

公益社団法人
全国公立文化施設協会主催

金

・8

9

木

土

主催関係者のみ　  学術会議

第40回日本栄養アセスメント研究会

日本栄養アセスメント学会

・9

10

他金

土

主催関係者のみ　  学術会議

第133回西日本整形・災害外科学会
学術集会

第133回 西日本整形・
災害外科学会学術集会事務局日

・17

18

他土

一般

関係者のみ

第2分科会
（講演会・パネルディスカッション）

大会

平成29年度 九州ブロック研究集会
「建築士の集い」福岡大会

公益社団法人福岡県建築士会
　092-441-1867

24 他土

事前
各回500円
定員　各回20～25名
※α、β、どの回も自由に参加できます。

※講師プロフィールなど演劇塾に関する詳細はチラシまたはホームページをご覧
　いただくか、お問い合せください。
※プラ座コース（継続レッスン＋発表公演）の募集は締め切りました。
　途中からの参加をご希望の方はお問い合わせください。

応募方法の詳細はホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
※各回とも定員に達し次第、応募を締め切ります。

応募方法

3

久留米シティプラザ事業制作課
　0942-36-3000（代表）
　0942-36-3087

問

西日本企画サービス芸能フェスティバル担当
　0942-44-2786　  0942-44-0577問

(株)ハイマート久留米 （久留米シティプラザ六角堂広場内）
　0942-38-5677　  0942-37-7955問

●まちなか遊園地
六角堂広場であそぼう！

平日10:00～16:00
（年末年始を除く）

※イベント等で六角堂広場が占有利用され
ている場合は、ご利用いただけないことがあ
ります。詳細はお問合せください。

無料

無料

ダンボール迷路や
カプラなどで遊べる！！

17:00～19:30 （変更の場合あり）
●六角堂広場まちなか角打ちバル
水曜

18:00～20:00 （変更の場合あり）
●六角堂広場まちなかシネマ
火曜

※不定期開催のため、ポスター・チラシをご覧いただくか問合せ先にお尋ねください。

くるめ演劇塾では、自分の好きな時に演劇を学べる、単
回参加可能なアテインコースの参加者を募集中です。年
齢、経験ともに問いません。

小松杏里のくるめ演劇塾

アテインコース参加者募集中!

市民の芸能フェスティバル 出演者募集!!
芸能は久留米座で、フラダンスは六角堂広場で

昨年の様子

9月24日㈰に行う「久留米シティプラザ芸能フェスティ
バル2017」に参加する団体を次の通り募集します。

募集チラシ兼申込書はシティプラザ窓口・ホームページ、
校区コミュニティセンターなどに準備しております。

6月
7日
21日 水 19:30～21:00
28日

岡崎 賢一郎
講師月 日 曜日 時間

講師月 日 曜日 時間

青柳 達也
池田 美樹

6月
3日
17日

土 13:30～15:00
24日

池田 美樹
川口 大樹
吉柳 佳代子
高野 桂子1日7月

アテインコースα（アルファ）

アテインコースβ（ベータ）

■応募資格 ： 久留米市在住又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
■応募資格 ： 5,000円（1枠/15分）
■定　　数 ： 48枠程度 ・ 先着順
　　　　　　※但し、定数に達し次第募集を終了する場合があります。
■申込期間 ： 平成29年6月5日（月）～7月7日（金）

フラダンス部門

芸能部門

17:00～17:40

久留米ほとめき通り商店街
土曜夜市オープニングセレモニー

月 日246 土


