久留米シティプラザ主催・提携事業一覧
2018 年 5 月 1 日現在

※料金は全て税込価格

【体験・バックステージツアー】

2018 年 5

※特に記載のない公演・イベントは未就学児入場不可

月 4 日(金・祝)～6 日(日)

ゴールデンウィーク バックステージツアー

申込受付終了

日頃は入ることが出来ないザ・グランドホールの舞台裏。
久留米シティプラザのスタッフが案内するバックステージツアーで「あれもこれも、みせます！」
1 10:00 開始 ○
2 14：00 開始／6 日(日) 10:00 開始
［日時］4 日(金・祝) 14：00 開始／5 日(土・祝) ○
［会場］ザ・グランドホール
［定員］各回 18 人
［料金］無料／要事前申込(応募多数の場合は抽選)
申込受付期間 申込受付終了 ※各回とも定員に達しましたので追加募集はございません。

【音楽・ポップス】 2018 年 5 月 12 日(土)
45th Anniversary Live in C-BOX

THE FLYING ELEPHANTS
~The BEATLES Songs Night~

“筑豊のビートルズ”と称される「ザ・フライング・エレファンツ」の結成 45 周年記念ライブ。
［出演］ザ・フライング・エレファンツ
［日時］12 日(土) 19：00 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 3,000 円 ※当日 500 円増
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／coffee & music エイトモダン／チケットぴあ／ローソンチケット／e+
チケット発売日 発売中

【音楽・ポップス】 2018 年 5 月 26 日(土)
芸能生活 50 周年記念 渡辺商会 presents

前川清コンサート in 久留米

～Kiyoshi Maekawa Memorial 50～
2018 年、デビュー50 周年を迎える前川清のコンサート。
［出演］前川清、紘毅
1 14：00 開演 ○
2 18：30 開演 ※開場は開演 60 分前
［日時］26 日(土) ○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］一般 6,000 円 ※当日 500 円増
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット
チケット発売日 発売中

【演劇】

2018 年 6

月 2 日(土)・3 日(日)

竹生企画第三弾 「火星の二人」
生死の境が曖昧になってしまった男と、同じ経験からむしろ活力をみなぎらせている男の終わりなき口論から
垣間見える、生き抜くことを巡る物語。
［作・演出］倉持裕
［出演］竹中直人、生瀬勝久、上白石萌音、池岡亮介、前野朋哉、高橋ひとみ
［日時］2 日(土) 13：00 開演／3 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］一般：9,000 円／学生券 4,000 円 ※当日座席指定・引換時要学生証
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

Kurume City Plaza

【芸能・発表】

2018 年 6

月 17 日(日)

久留米シティプラザ芸能フェスティバル 2018
久留米市内で文化・サークル活動をされている皆さんのステージ。
［会場］フラダンス部門：六角堂広場／芸能部門：久留米座
［時間］10：30～17：00 予定(両会場とも) ※開場は開演 30 分前
観覧無料
≪問い合わせ先≫西日本企画サービス・同フェスティバル担当 TEL：0942-44-2786／FAX：0942-44-0577

【ミュージカル】

2018 年 7

月 20 日(金)・21 日(土)

ミュージカル 「シークレット・ガーデン」
1911 年に発表されたフランシス・ホジソン・バーネットの世界的名作「秘密の花園」を原作としたミュージカル。
石丸幹二、花總まりなど実力派俳優陣が顔を揃え、美しい音に載せて暖かな心の交流と再生の物語。
［出演］石丸幹二、花總まり、石井一孝、昆夏美、松田凌 ほか
［日時］20 日(金) 13：30 開演／21 日(土) 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 11,500 円／A 席 9,000 円／学生券 5,000 円 ※当日座席指定・引換時要学生証
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【ミュージカル】

2018 年 8

月 7 日(火)・8 日(水)

ミュージカル・コメディ 「キス・ミー・ケイト」
松平健、一路真輝ほか豪華キャストによるコメディ。
シェイクスピアの喜劇「じゃじゃ馬ならし」を劇中劇に仕立て、舞台裏と交互に見せるバックステージミュージカル。
［出演］松平健、一路真輝、水夏希、大山真志、川﨑麻世、ちあきしん、杉山英司(スギちゃん)、太川陽介 ほか
［日時］7 日(火) 14：00 開演／8 日(水) 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 6,000 円／A 席 4,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／ピクニックチケットセンター
チケット発売日 発売中

【演劇】

2018 年 8

月 11 日(土)・12 日(日)

レインマン
兄弟の絆を描いた映画史に残る名作「レインマン」がこの夏、舞台で蘇る！
［出演］藤原竜也、椎名桔平、中越典子、横田栄司、吉本菜穂子、渡辺哲
1 12：30 開演 ○
2 17：30 開演／12 日(日) 12：30 開演 ※開場は開演 30 分前
［日時］11 日(土) ○
［会場］ザ・グランドホール 《全席指定》
［料金］S 席 9,800 円／A 席 8,500 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／インプレサリオ ON-LINE
チケット発売日 発売中

【ミュージカル】

2018 年 8

月 15 日(水)・16 日(木)

不思議の国のアリス
おとなもこどもも迷い込むへんてこりんなダンスとコトバのワンダーランド！
不思議で愉快なダンサーたちが、アリスの世界に勢ぞろい。
扉の向こうには、摩訶不思議でナンセンス。奇想天外オドリだす！
［演出・振付・美術］森山開次
［原作］ルイス・キャロル
［出演］森山開次、辻本知彦、島地保武、下司尚実、引間文佳、まりあ
1 11：30 開演 ○
2 15：00 開演 ※開場は開演 20 分前
［日時］15 日(水) 16：00 開演／16 日(木) ○
［会場］久留米座 《日時指定・全席自由(整理券番号付き)》
［料金］おとな 3,000 円／こども 1,000 円(4 歳以上～高校生)／おやこ 3,500 円(おとな 1 枚＋こども 1 枚)
※3 歳以下のお子様はご入場いただけません。
［チケット取扱い］久留米シティプラザ
チケット発売日 ●一般 ［窓口・WEB］6 月 9 日(土) 10:00～

Kurume City Plaza

【映画音楽】

2018 年 8

月 30 日(木)

ローマ・イタリア管弦楽団 映画音楽名曲選
オーケストラにとってゆかりの深いイタリア映画の名作をはじめとした、誰もが知る映画の名シーンを、
ローマ・イタリア管弦楽団による演奏でお届けします。
［日時］30 日(木) 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］S 席 6,500 円／A 席 5,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+
チケット発売日 発売中

【ミュージカル】

2018 年 9

月 15 日(土)・16 日(日)

ミュージカル 「ゴースト」
世界中を感動の渦に巻き込んだ大ヒット映画「ゴースト／ニューヨークの幻」をミュージカル化。
心の中まで響き渡る数々のナンバーに載せて、生死を越えた儚くも確かな、変わらない愛の形を描く。
［出演］浦井健治、咲妃みゆ／秋元才加〈W キャスト〉、平間壮一、森久美子 ほか
［日時］15 日(土) 13：00 開演〈咲妃〉／16 日(日) 12：00 開演〈秋元〉 ※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 12,000 円／A 席 9,000 円／B 席 5,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／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 ［窓口・WEB］5 月 20 日(日) 10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］5 月 26 日(土) 10:00～

【ミュージカル】

2018 年 10

月 6 日(土)・7 日(日)

ミュージカル 「マイ・フェア・レディ」
ミュージカル史に燦然と輝く不朽の名作が、“新プリンセス”を迎えて生まれ変わる‼
ミュージカル「マイ・フェア・レディ」は 1956 年初演のブロードウェイミュージカル。イギリス・ロンドンの下町に住
む花売り娘イライザが、言語学者ヒギンズ教授のレッスンにより麗しい貴婦人に変貌する物語。
［出演］朝夏まなと／神田沙也加〈W キャスト〉、寺脇康文／別所哲也〈W キャスト〉、
相島一之、今井清隆、平方元基、春風ひとみ、伊藤弘美、前田美波里 ほか
1 12：00 開演〈朝夏・寺脇〉 ○
2 17:00 開演〈神田・別所〉／
［日時］6 日(土) ○
7 日(日) 12：00 開演〈神田・別所〉 ※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 12,500 円／A 席 8,500 円／B 席 4,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／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 ［窓口］6 月 23 日(土)・24 日(日) 10:00～19：00
チケット発売日 ●久留米シティプラザ先行 ［WEB］6 月 23 日(土)10:00～24 日(日) 19：00
●一般 ［窓口・WEB］6 月 30 日(土) 10:00～

【ミュージカル】

2018 年 11

月 3 日(土・祝)・4 日(日)

ミュージカル 「ジャージー・ボーイズ」
世界を熱狂させた伝説のミュージカル再び!!フランキー・ヴァリ&ザ・フォー・シーズンズの実話に基づいた感
動のストーリー。
［出演］中川晃教、中河内雅貴／伊礼彼方〈W キャスト〉、
海宝直人／矢崎広〈W キャスト〉、福井晶一／Spi〈W キャスト〉
［日時］3 日(土・祝) 18：00 開演〈チーム WHITE（中河内、海宝、福井）〉／
4 日(日) 13：00 開演〈チーム BLUE（伊礼、矢崎、Spi）〉 ※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 11,500 円／A 席 9,000 円／B 席 5,000 円
［チケット取扱い］久留米シティプラザ／チケットぴあ／ローソンチケット／e+／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 ［窓口・WEB］7 月 15 日(日) 10:00～19：00
●一般 ［窓口・WEB］7 月 21 日(土) 10:00～

Kurume City Plaza

【演劇】

2018 年 5

月～7 月

小松杏里のくるめ演劇塾 2018 年前期
これまで 250 人もの老若男女の市民の方々が参加し、3 回の発表公演もおこなった「くるめ演劇塾」3 年目の
前期は、九州生まれの演劇のプロたちによる特別ゼミと、6 月にはリーディング、7 月には演劇で、スタジオとい
う小さな空間を熱く燃える小劇場に変容させていきます！

●共通事項
［参加資格］中学生以上・経験不問 ※プラ座クラスは原則全日程に参加可能であること
［申込方法］専用の申込用紙にて、郵送・FAX・総合受付提出・メールのいずれかの方法でお申込みください。
◆メールの場合は申込用紙と同内容をご記入ください。
◆電話での受付はしておりません。
◆参加の可否は申込受付後、こちらからご連絡します。
※「プラ座リーディングクラス」の募集は終了しました。

●プラ座演劇クラス

●特別ゼミ

演劇はひとりではできません。このクラスでは、演じるだけでなく、スタ
ッフワークにも全員で参加し、スタジオでの発表公演に向けて、みん
なで「演劇」を作っていきます。

プロとして活躍中の 5 人の講師による特別ゼミ。初めての方から演劇
に触れたことのある方まで、だれでも大歓迎。1 レッスンからお申し込
みいただけます。

［日

［日

程］全 18 回
日程
11 日(月)
12 日(火)
19 日(火)
6月
21 日(木)
25 日(月)
26 日(火)
1 日(日)
2 日(月)
3 日(火)
4 日(水)
6 日(金)
7 日(土)
7月
8 日(日)
10 日(火)
11 日(水)
12 日(木)
13 日(金)
14 日(土)

時間

内容

19:00～21:00

14:00～20:00
稽古
19:00～21:00

程］全 5 回
日程
13 日(土)
5月
20 日(日)
6月
30 日(土)
16 日(月・祝)
7月
29 日(日)

時間

14：00～17:00

講師
大塚ムネト
荒木宏志
永山智仁
西山水木
泊篤志

［参 加 費］一般 1,000 円
［募集定員］各 20 名程度 (先着順・定員に達し次第終了)
申込受付期間 【大塚クラス・荒木クラス】 受付中
【永山クラス】 5 月 10 日(木)～
【西山クラス・泊クラス】 6 月 10 日(日)～

14:00～20:00

公演時間未定

発表公演
※4 回を予定

［講
師］小松杏里
［参 加 費］一般 8,000 円／大学生・高校生 5,000 円／
中学生以下 3,000 円（発表公演費含む）
［募集定員］10～15 名程度 ※応募者多数の場合は書類選考
申込受付期間 受付中～5 月 15 日(火)締切必着
※5 月 20 日(日)に選考結果を連絡

掲載している情報は 2018 年 5 月 1 日現在の情報です。
久留米シティプラザで行われる催しの最新の情報は、ホームページなどで随時お知らせいたします。どうぞお楽しみに。

http://kurumecityplaza.jp/
■お問合せ：久留米シティプラザ
［TEL］0942-36-3000(代表)
［FAX］0942-36-3087
［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 ※他に臨時休館日を設けることがあります。

Kurume City Plaza

