
参加有料有料

全席指定全指

参加無料無料

全席自由全自

要事前申込事前

関係者のみ関係者

要整理券整理

一般参加可一般

アイコンの読み方

久留米座 Cボックスザ・グランドホール 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（ちょうせい）」

六角堂広場、展示室

ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス

会議室、スタジオ、和室

※9月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。

久留米シティプラザ
イベントスケジュール

休館日　10月24日（月）

お問合せ開催日 料金などイベント名時間 会場

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）
「くるめライブチャレンジ」係
☎0942-33-2271

①14：00
②17：009（日) Road to ザ・グランドホール　くるめライブチャレンジ2022 無料

ピクニックチケットセンター
☎050-3539-833013：001

2
（土）
（日) ミュージカル　DOROTHY～オズの魔法使い～

特典付S席13,000円
　　　S席10,000円
　　　A席8,000円
U25（25歳以下）5,000円

全指

令和ミュージックオフィス
☎092-205-1117
☎090-2852-9032

12：008
9
（土）
（日) 第7回全国歌唱王選手権大会in久留米 1DAYチケット　　3,000円

2DAYフリーパス　5,000円

全自

久留米三曲協会
☎0942-32-4477

12：30～
16：0010（月・祝） 久留米三曲協会　箏・三絃・尺八　第58回定期演奏会 　　　1,000円全自

九州音楽文化振興会
☎090-2960-0931　✉contact@artsbuddy.jp

14：00～
15：159（日) オーケストラ・アンサンブルガレ福岡公演ファミリーコンサート 　　　2,500円

中学生以下1,000円
全自

キョードー西日本
☎0570-09-242415：3010（月・祝） F-BLOOD 25ｔh Anniversary TOUR 2022 　　　8,800円全指

　　　　　　  3,000円 明善同窓会
☎0942-33-6546　℻0942-35-1249

14：30～
16：0015（土) 第55回明善大同窓会 全自 関係者他

ハーナウホウコーポレーション
✉liveinjst@i.softbank.jp

12：30～
16：3015（土) ハーナウホウ発表会 　　　1,300円全自

（株）ユキ
☎0120-20-3020

10：00～
16：0028（金) ウィッグ（かつら）展示即売会 無料1

2

合同会社ロイヤルコネクト
☎092-233-5963　✉info@royalconnect.llc

10：00～
16：0011（火) 大感謝!ヘアウィッグ展示即売会 無料1

福岡県社会福祉協議会 福祉人材センター
☎092-584-3310

13：00～
15：308（土) 福祉のしごと就職フェアin筑後 無料

久留米市合同会社面談会事務局
（受託:西日本エリートスタッフ株式会社）
☎0942-46-1170　✉gousetsu@elite-staff.com

14：00～
16：30

7
19
（金)
（水) 久留米市合同会社面談会 無料 事前

㈱ハイマート久留米
☎/℻ 0942-38-567718：0011（火) まちなかシネマ～ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!～ 無料

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）
☎0942-33-2271

①12：10
②13：1013（木) 六角堂広場ランチタイムコンサート 無料

ビガーライフ株式会社
☎092-605-7702　✉info@vigor-life.co.jp

11：00～
17：0029（土） いやしフェアinくるめ 無料

KurumeこくさいDay実行委員会
☎0942-31-1717　℻0942-31-3210

12：00～
16：002（日) 第9回KurumeこくさいDay 無料

NPO法人九州プロレス
✉info@kyushu-pro-wrestling.com14：0030（日) 九州プロレス「久留米ば元気にするっタイ！」 無料 事前

Yumiガヌテルアート教室
☎090-9480-7221　℻0942-92-1016

13：00～
17：008（土） Yumiガヌテルアート教室1 有料 事前

IRISE（イリゼ）
☎0942-48-0668

10：00～
12：0012（水） フラワーアレンジメント　サークル（ローズマリー）1 有料 事前

日本礼道小笠原流久留米支部
☎090-1165-6825　℻ 0952-45-8522

10：00～
15：002（日) 日本礼道小笠原流創流９０周年記念全国茶会 有料他

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

13：30～
15：007（金） グッドライフ健康講座 無料 事前1

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

14：30～
16：007（金） フラワーアレンジメント　スクール3 有料 事前

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

12日/13：00
13日/14：00

12
13
（水）
（木） 笑いの終活お金講座 有料 関係者3

杉森高等学校
☎0944-72-5216　✉kouhou@sugimori-hs.ed.jp

19：00～
21：0028（金） 受験生と保護者のための学校説明会 無料他

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）
「くるおん」Jrミュージックレクチャー係
☎0942-33-2271

13：00～
17：1029（土） Challenge to ライチャレ～Jrミュージックレクチャー～ 無料 事前

全国健康保険協会福岡支部
☎092-283-7621　℻092-283-7629

13：30～
16：0013（木） 協会けんぽ健康保険委員研修会 無料 事前 関係者

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

10：00～
12：0015（土） 久留米シティプラザ キッズプログラム　こどものあそびば 有料 事前

10月

福岡県美容生活衛生同業組合 久留米支部
☎/℻0942-27-2235

10：00～
12：3031（月) トップマスターズモード　普及講習会 　　　2,000円全自

株式会社BROWN LABEL JAPAN
☎050-3188-3382　✉tickets@brownlabel.co.jp

14：00～
15：3030（日) 大曲翔　来日ヴァイオリンリサイタル

　　　S席8,500円
　　　A席7,000円
　　　B席5,000円
　　　C席3,000円

全指

電話／0942-36-3000　FAX／0942-36-3087　住所／〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1　メール／plaza@city.kurume.lg.jp　　　　　kurumecityplaza.jp公式Web



参加有料有料

全席指定全指

参加無料無料

全席自由全自

要事前申込事前

関係者のみ関係者

要整理券整理

一般参加可一般

アイコンの読み方

久留米座 Cボックスザ・グランドホール 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（ちょうせい）」

六角堂広場、展示室

ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス

MICE マイス

会議室、スタジオ、和室

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

お問合せ

※9月15日現在の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。

久留米シティプラザ
イベントスケジュール11月 休館日　11月7日（月）・14日（月）・15日（火）

開催日 料金などイベント名時間 会場

28
29

（金）
（土） 第31回ソノケミストリー討論会 学術集会 日本ソノケミストリー学会

✉enomoto@ariake-nct.ac.jp
主

問関係者

4
～6
（火)
（木) 第69回材料と環境討論会他 学術集会関係者

久留米工業高等専門学校 材料システム工学科
☎0942-35-9418

主

問

22
23
（土）
（日)

第74回日本皮膚科学会西部支部
学術大会他 学術集会関係者

久留米大学医学部皮膚科学教室
（公社）日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
☎03-3811-5079

主

問

10月

11月 5
6
（土）
（日) 日臨技 九州支部 医学検査学会（第56回）他 学術集会関係者

（一社）日本臨床衛生検査技師会
（一社）福岡県臨床衛生検査技師会
✉jamt56kyusyu@fukuokaamt.or.jp

主

問

　　　1,000円
高校生以下500円
全自 久留米室内管弦楽団

☎090-1513-4585
✉kurumeshitsunai@gmail.com

18：30～
20：305（土） 久留米室内管弦楽団　第50回記念定期演奏会

ちくご菜の花ライオンズクラブ
☎0942-37-5131　℻0942-37-5138

13：00～
15：0019（土） 櫻井よしこ氏講演会 　　　2,000円全自

㈱京都きもの市場
☎0120-188-088

25日/13:00
26･27日   
/10:00

25
26
27

（金)
（土）
（日)

大呉服市 無料3

㈱ハイマート久留米
☎/℻ 0942-38-567718：008（火) まちなかシネマ～僕のワンダフルジャーニー～ 無料

くるめ医療生活協同組合
☎0942-21-8300　℻0942-22-3239

11：00～
15：0013（日) 第２５回健康まつり 無料

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）
☎0942-33-2271

①12：10
②13：1010（木) 六角堂広場ランチタイムコンサート 無料

QX［WORKLIFE] FES IN CHIKUGO実行委員会
☎092-753-6103　✉honpro@van.gr.jp

10：00～
18：0010（木) QX［WORKLIFE］ FES IN CHIKUGO 無料他

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

19日/16：00
20日/11：00

19
20

（土）
（日) 第7回 久留米たまがる大道芸2022 無料

久留米大学医学部皮膚科学教室
☎0942-31-7571　℻0942-34-2620

13：00～
15：0013（日) 「ひふの日」記念市民公開講座 無料 事前

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

14：00～
15：3027（日) Pamilya（パミリヤ）／関連事業 プレレクチャー

劇場で考える～多文化共生～ 無料 事前

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

2日/13：00
17日/14：00

2
17
（水）
（木） 笑いの終活お金講座 有料 関係者3

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

13：00～
16：3012（土） （公社）福岡県宅建協会　不動産開業支援セミナー 無料2

3

IRISE（イリゼ）
☎0942-48-0668

10：00～
12：00

9
16
30

（水）
（水）
（水）

フラワーアレンジメント　サークル
（ローズマリー） 有料 事前1

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

14：30～
16：0025（金） フラワーアレンジメント　スクール3 有料 事前

Yumiガヌテルアート教室
☎090-9480-7221　℻0942-92-1016

13：00～
17：0025（金） Yumiガヌテルアート教室1 有料 事前

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

10：00～
12：0026（土） 久留米シティプラザ キッズプログラム

こどものあそびば 有料 事前

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）
「くるおん」Jrミュージックレクチャー係
☎0942-33-2271

13：00～
17：1026（土） Challenge to ライチャレ～Jrミュージックレクチャー～ 無料 事前

久留米シティプラザ
☎0942-36-3000

14：00～
15：3023（水・祝） 木ノ下歌舞伎「桜姫東文章」／関連事業

木ノ下裕一 トーク＆レクチャー 無料 事前

電話／0942-36-3000　FAX／0942-36-3087　住所／〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1　メール／plaza@city.kurume.lg.jp　　　　　kurumecityplaza.jp公式Web


