
久留米シティプラザ
イベントスケジュール

10月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染防止のため、中止・変更の可能性
がございます。詳細については、主催者へお問い合わせいただくか久留米シティプラ
ザ公式ウェブサイトをご確認ください。

休館日　11月29日（月）11月

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

開催日 会場 イベント名 内容対象者 主催・お問合せ

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

10（水） 他 【Webと同時開催】 
第22回日本認知症グループホーム全国大会

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会
　 03-5366-2157大会

開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

会議室、スタジオ、和室会議室、スタジオ、和室
開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

13：30
～16：30

10：00
～17：00

14：00
～16：00

14：00
～16：00

18：00

16：30

18：30

キョードー西日本
　 0570-09-2424

PROJECT FAMIRY
　 092-406-0855

NPO法人九州プロレス
　 092-400-9938

まちなかシネマ「嵐を呼ぶ男」 ㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

24（水） 3,500円吉澤須満シャンソンリサイタル
Espoir希望

吉澤須満
　 090-5924-2213
　 0942-22-0089

6（土） 不動産無料相談会ｉｎくるめ

14：00

藤井フミヤ
CONCERT TOUR 2021～2022
十音楽団

28（日）

Yumiガヌテルアート協会
　 090-3320-0241
 　info@yumiganutellart.com

2 マルタ伝統工芸ガヌテルアート展
ししゅう糸とワイヤーが織りなす美しい花々

(公社)全日本不動産協会 福岡県本部
　 092-461-1125

23
～28

（火祝）
（日）

13
14
（土）
（日）

11：30
～20：00 第15回九州国際バッハ音楽コンクール久留米予選会23（火祝）

久留米で落語の会
　 090-2511-5371
 　kurumederakugo@gmail.com

ほとばしる浪花節！
浪曲師玉川奈々福独演会27（土）

9（火）

A席6,000円
B席5,500円

全自

7（日） 九州プロレス久留米大会「久留米ば元気にするっタイ！」

全自 一般2,500円
高校生以下1,000円

19：00
～20：30

18：00
～20：00

足立雄大ふるさとコンサート実行委員会
　 090-2089-0434
 　adachi-hurusato1@gmaiｌ.com

7（日） 足立雄大ふるさとコンサートvol.1

10：30
～16：303（水祝） ハッピー♡アースin六角堂

全自 3,500円

全自 6,500円

※当日500円増

※高校生以下無料

11：00
～16：00

元気ばい六角堂広場 in 100縁商店街
大道芸展示ひろば/まちなかぷれいらんど

THE FOREVER YOUNG
presents　“証を見つける旅”26（金） 3,800円

※当日券500円増

8,800円

事前

9：30
～11：3027（土） 子鳩保育園　第45回　発表会

子鳩保育園
　 0942-22-0105
　 0942-21-8663

事前

トラノコカフェ事務局
　 090-8981-1050

九州国際バッハ音楽コンクール事務局
　 090-1345-9271

22（月） 中村達也×スガダイロー「赤斬月」

①11：00
②14：002（火） 祐フェス　教育講演

祐誠高等学校
　 0942-22-1238
　 0942-22-1239

18：30
～20：3024（水） ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ピアノ五重奏団ブルーム・クインテット
MIN-ON
　 092-629-3050
　 092-629-3060

全国ギャンブル依存症家族の会福岡

フラワーアレンジメントスクール

学研『明日の学力』診断テスト会

求職者と企業をつなぐミニ面接会

4
17
（木）
（水）

ＦＰ事務所羅針盤
　 0942-38-7081
 　toiawase@fprashinban.com

笑いの終活お金講座

14：00
～16：0020（土）

全国ギャンブル依存症家族の会 福岡支部
　 090-2713-1684
　 0942-39-0157

17日①9：30
      ②13：00

3

14：30
～16：00

事前
フラワーデザインスクールＡＫＯ
　 090-9794-5995
 　jgtnn283@gmail.com

5（金） 3

第43回 西鉄を語る会13：30
～21：00

空北 色彩斗
　 https：//bustripdays.wixsite.com/nishikata14（日）

10：00
～11：30

事前
学研教室 久留米事務局
　 0942-37-4373
 　ge-kurume@gakken.co.jp

6（土）

14：00
～16：00

福岡県中高年就職支援センター運営事務局
　 092-711-7760
 　tsc-f@ahc-net.co.jp

22（月） 3

1・2 歴史オタク研究所14：00
～16：0028（日）

歴史オタク研究所
　 090-5299-3470
　 0942-39-5070

2・3 不動産開業支援セミナー13：00
～16：3013（土）

（公社）福岡県宅地建物取引業協会
　 092-631-1717
　 092-631-0445

14：004日



久留米シティプラザ
イベントスケジュール

10月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染防止のため、中止・変更の可能性
がございます。詳細については、主催者へお問い合わせいただくか久留米シティプラ
ザ公式ウェブサイトをご確認ください。

12月

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

開催日 会場 イベント名 内容対象者 主催・お問合せ

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

開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

会議室、スタジオ、和室会議室、スタジオ、和室
開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

㈱ＷＡＯ！
　 0120-00-1286
 　post@art-wao.com

フィルム・ミュージックオーケストラ福岡
広報チーム
　 070-4078-5260
 　info@fmo-fukuoka.jp

17
～19

（金）
（日）

時代を超えて愛される二人の国民画家
東山魁夷と平山郁夫展

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

九州国際バッハ音楽コンクール事務局
　 090-1345-9271

10：00

10：30

18：308（水） ロシア国立モスクワ・クラシック・バレエ
くるみ割り人形

㈱ユキ
　 0120-20-3020

10：00
～16：0014（火） ウィッグ（かつら）展示即売会

1・2

1・2

まちなかワンダーランド in Winter18
19
（土）
（日）

18：00 まちなかシネマ「ラスト・クリスマス」 ㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

18日13：00
19日9：00 第15回九州国際バッハ音楽コンクール本選会18

19
（土）
（日）

14：00
まちなかKidsシネマ
「ニューヨーク東8番街の奇跡」19（日）

14：00

㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

7（火）

1階席・2階席 3,000円
3階席・4階席 2,000円26（日） ジョン・ウィリアムズコンサート ２

フィルム・ミュージックオーケストラ福岡

S席8.000円  A席6,500円
B席5.000円

休館日　12月13日（月）・20日（月）

全国ギャンブル依存症家族の会福岡

誰にでも書ける、あなたにしか書けない戯曲講座

「くるめと安徳天皇伝説」 ワークショップ
道行（みちゆき）をつくってみよう！

「くるめと安徳天皇伝説」 トークショー
平家物語を現代劇で演じてみてどうでしたか？
ファイナル

フラワーアレンジメントスクール

17日
18：00
18・19日
14：00

ＦＰ事務所羅針盤
　 0942-38-7081
 　toiawase@fprashinban.com

22（水） 家族信託相談会3

14：00
～16：00

9：30
～12：00

18：00
～19：30

19（日）
全国ギャンブル依存症家族の会 福岡支部
　 090-2713-1684
　 0942-39-0157

13：00
～17：0026（日）

17
～19

（金）
（日）

事前

事前

2 久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

事前

事前

18（土） 3 久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

久留米シティプラザ「戯曲講座」係
　 0942-36-30003

ＦＰ事務所羅針盤
　 0942-38-7081
 　toiawase@fprashinban.com

1
2
15

（水）
（木）
（水）

笑いの終活お金勉強会
1日13：00
2日14：00
15日9：30

3

8
15
24

（水）
（水）
（金）

6
14
21
27

（月）
（火）
（火）
（月）

ふくおか子育てマイスター認定研修会10：00

ビーアンドエス・コーポレーション
　 092-753-7101
 　salon-fukuoka@bandscorp.jp

14：30
～16：00

事前

2（木）
フラワーデザインスクールＡＫＯ
　 090-9794-5995
 　jgtnn283@gmail.com

3（金） 3

3 グッドライフ健康講座13：30
～15：30 事前

事前
ふくおか子育てマイスター事務局
　 092-481-1312
　 092-623-5677

2・3

6・14
21日

8・15
24・27日

23（木） 他 第72回聖マリア医学会学術集会
社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 臨床・教育研究本部
　 0942-35-3322

学術集会

10
11
（金）
（土）

他
【Web開催】
CVMW2021  心血管代謝週間 学術集会

久留米大学分子生命科学研究所
遺伝情報研究部門
インターグループ 九州支社
　 092-712-9530


