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久留米シティプラザ情報誌

展覧会の絵ワークショップ「ステキな画家に大変身♪」
音楽と絵が織りなす「展覧会の絵コンサート」

桃月庵白酒 独演会 白酒の錦秋

ミュージカル「生きる」

お待たせしました！

市村正親×鹿賀丈史ダブルキャスト

イベントスケジュール
これは音声コード
Uni-Voiceです。



ト ピ ッ ク ス

TOPICS

02
Vol. 03
2020.09

詳細は久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ
kurumecityplaza.jp

全指

事前

公式Web

ザ・グランドホール ステージ上
1,000円
※材料費含む
特典：参加証のご提示で、10/25（日）の
　　　コンサートご招待！
小学生以上
各回20名程度

久留米シティプラザ「展覧会の絵ワークショップ」係
　0942-36-3000(代)
　0942-36-3087
　kcp-j@city.kurume.fukuoka.jp

展覧会の絵ワークショップ
「ステキな画家に大変身♪」

久留米シティプラザ キッズプログラム

会

料

9/ 21（月祝） ①15：00　9/ 22（火祝） ②10：00　③14：00

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000（代）
　 0942-36-3087

いつものホールが
美術館に大変身！？

中川賢一【ピアノ】
ザ・グランドホール

1,500円
※未就学児入場不可

※発売初日はWeb予約のみ
チ

音楽と絵が織りなす
「展覧会の絵コンサート」

問

CP

出

料

会

10/ 25（日） 14:00 ※開場は開演60分前 チケット一般発売 8/22(土)

申込締切 8/31(月)

講師　中川賢一【ピアノ】

対象
定員
申込方法
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
　参加の条件がございます。
※応募者多数の場合は抽選。参加決定は参加証の
　発送をもって代えさせていただきます。

© 公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

© 武豊町民会館 ゆめたろうプラザ © 武豊町民会館 ゆめたろうプラザ

© Shuhei NEZU

ピアノソロのステキな演奏に加えて、
組曲「展覧会の絵」をテーマに子ども
たちが自由な発想で描いた“絵”と、ピ
アニスト中川賢一さんが奏でる繊細
ながら迫力いっぱいの“音楽”のスペ
シャルコラボレーションです。ホール
が美術館のように変身するこの日だ
けの特別な空間で、子どもたちの個
性的なアート作品と素晴らしい音楽
の化学反応をお楽しみください♪

ピアノの音色に心を傾けて
想いを絵にしよう
子どもたちの前で、ムソルグスキー
の組曲「展覧会の絵」のピアノ演奏を
披露。音楽をこころとからだでキャッ
チして、思い描いたイメージを自由に
描いてもらうワークショップです。出
来上がった作品は、10/25に開催す
る「展覧会の絵コンサート」の中で、
音楽とかっこよくコラボレーション
します。

演奏曲目
・月の光　/　ドビュッシー
・ピアニストのためのコロナ　/　武満 徹
・組曲「展覧会の絵」　/　ムソルグスキー　ほか

© 武豊町民会館 ゆめたろうプラザ

公式Web

この日だけの「音楽と絵の化学反応」を楽しもう♪
音楽を聴いて思い描く絵のワークショップとコンサートが登場

中川 賢一 （なかがわ けんいち）【ピアノ】
PROFILE

桐朋学園大学音楽学部でピアノと指揮を学び、卒業後、ベルギーのアントワープ音楽院ピア
ノ科首席修了。1997年オランダのガウデアムス国際現代音楽コンクール第３位。帰国後は、
ソロ、室内楽、指揮で活躍する他、国内外の様々な音楽祭に出演。NHK-FMなどに度々出演、
新曲初演多数。ダンスや朗読など他分野とのコラボレーションも活発。指揮者として、東京
室内歌劇場、東京フィル、広響、仙台フィル他と共演。東京フィル、札響、水戸室内管等ではピ
アノ演奏とトークのアナリーゼを展開し好評を博す。現代音楽アンサンブル「アンサンブル・
ノマド」のピアニスト、指揮者。（一財）地域創造公共ホール音楽活性化事業登録アーティス
ト。お茶の水女子大学、桐朋学園大学非常勤講師。http://www.nakagawakenichi.jp

問



市村正親、鹿賀丈史 ほか
ザ・グランドホール

A席13,500円
B席9,500円
C席5,000円
※未就学児入場不可
　　　博多座
※発売初日はWeb予約のみ
ピクニックチケットセンター

チケット取り扱いアイコンの読み方 チケットぴあ イープラスローソンチケットチケぴ久留米シティプラザCPチ

チケぴ

e+
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※金額は全て税込み価格

全席自由全席指定全指 全自 要整理券入場・観覧無料 整理要事前申込事前無料

久留米座

一般3,000円
高校生以下1,000円
※入場時要学生証提示
※未就学児入場不可

※発売初日はWeb予約のみ
問

チ

久留米寄席 江戸落語
桃月庵白酒 独演会
白酒の錦秋

お待たせしました！
振替公演が決定

ミュージカル
「生きる」

10/ 17（土） 14:00 ※開場は開演45分前

3/1の振替公演が10/17に決定しま
した！やわらかくもしっかり芯のあ
る、心地よい声。滑らかな語り口で粋
に毒を効かせたまくらにもファンが
多く、親しみやすい風貌が印象的な
鹿児島県出身の落語家・桃月庵白
酒。演目は、井戸の茶碗ほか。主な登
場人物が実直な善人という明るい人
情噺ですが、滑稽噺の要素も強く、
客・演者の側から共に人気の高い古
典落語。落語は、予備知識も事前の
準備もいりません。頭を真っ白にして
久留米座で大いに笑いましょう。

新しいし、立派な会場で落語会をできるのは嬉しい限り。つくり的にも、声の反響が回るようなこと
がなく、話しやすい環境でした。

11/ 21（土） ①12：30　②17：30　11/ 22（日） ①12：30　②17：30

全指

 

会

料

CP

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000（代）
　 0942-36-3087

問

チ

全指

会

料

CP

博多座電話予約センター
　 092-263-5555

チケット一般発売 8/29(土)

チケット一般発売 9/5(土)

2019年に久留米座で行われた高座の様子

ジャパニーズ・ミュージカルの金字塔
待望の再演！

黒澤明監督の名画を2018年に世界で初めて
ミュージカル化。役所の市民課長である主人
公・渡辺を演じる市村正親と鹿賀丈史の静か
なる熱演に、客席が感動と喝采で溢れました。
その二人が再びダブルキャストで演じます。
日本人として初めてトニー賞にノミネートされ
た日本を代表する演出家、宮本亞門など世界
で活躍するクリエイティブチームが再集結し、
和魂洋才の魅力溢れる「国産ミュージカル」を
お届けします。

－2度目の登場となる久留米座の印象は？

落語にも向き不向きがあって、子どもでもご年配の方でも「行ってみようかな」って思った方は多分
向いているはず（笑）。何の知識もいりません。気兼ねなく来て、どうぞ大いに笑ってください。

－落語初心者に、楽しみ方を教えてください。

（2019年に続いて2度目の登場です。）

表紙＆巻頭インタビューを飾った
まち×プラVol.24のインタビューの抜粋！

インタビューの続きは
こちらからダウンロード

出

桃月庵白酒、桃月庵こはく出
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新型コロナウイルス感染拡大を防ごうと、日々の過ごし方が様々に変わってきました。
久留米シティプラザでは、「子どもたちと、まちと、文化の明日を元気にしよう」と、おうちでの時間
やお仕事の休憩時間などにネットでも楽しんでいただける情報をお届けしています。チェックしてみ
てくださいね。

今年の春に開催が叶わなかった「春のキッズプログラム」。ポスターやチラシに登場していた
とってもキュートなキャラクターたちが、新たな映像作品となって再び登場します！しかし、
この作品にはまだ物語がありません…。
そこで、3つの映像作品を公式ウェブサイト上に公開し、作品から連想した小さな物語を募集
します。1つだけでも、3つの作品をつなげて一連のストーリーにしてもOKです！
応募いただいた物語に映像を加えて、公式ウェブサイト上に公開します。また、10/25に開催
する「展覧会の絵コンサート」の開演前や休憩中にスクリーンへ投影します。

ふしぎな世界の小さな物語をつくってみよう♪

詳細は久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ
kurumecityplaza.jp

公式Web

キャラクターたちが動く！？あなたが物語の作者！
①

②

③

問 久留米シティプラザ
「ふしぎな世界の小さな物語をつくってみよう♪」係
　 0942-36-3000（代）
　 0942-36-3087
　 kcp-j@city.kurume.fukuoka.jp
〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1

どなたでも
無料
　　9/22（火・祝）

対象
料金
応募締切
応募方法
※必要事項を明記の上、メールまたは郵便のいずれかでお申し込みください。

〔必要事項〕
①物語と物語のタイトル（100文字以内）
※作品番号も明記してください
②ニックネーム（公表します）
③年齢（公表します）
④住んでいる都道府県（公表します）

住所

公式Web

〔制作〕
・イラストレーション：DICTOM DESIGN
・アニメーション：仁田原　力
・音楽：中川賢一【ピアノ】
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久留米シティプラザへ歩いてみた

プラザの窓から

公式Web

西鉄久留米駅からシティプラザまで歩いて約10分。動画では、1分30秒で見ることが
出来ます。事前に行き方を確認し、シティプラザまで行ってみよう♪

行き方動画を見てみよう

窓から見た風景、そこから感じる想いは人それぞれです。スタッフおすすめの窓から見
える風景をご紹介しています。時間帯や季節によっても違うので、シティプラザであな
たのお気に入りの窓を探してみて！

あなたのお気に入りの窓を見つけよう

▲久留米座提灯横の窓からの風景

360度パノラマビュー

公式ウェブサイトで、館内を見ることができるサービスを行っています。施設を訪れなく
ても、ザ・グランドホール、久留米座、Ｃボックス、展示室、大中小会議室、和室、スタジオ
や地下駐車場を360度見渡すことが出来ます。

施設内をぐるり360度！スマホやパソコンで探検しよう

▲ザ・グランドホール4階

▲久留米座提灯

▲駐車場入口を事前にチェック

久留米シティプラザ公式Facebook 久留米シティプラザ公式Instagram
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開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

18：00
～20：30

18（金） 9：30
～16：30

20

9月

（日）

25（金）

11：00
～16：00

9:30
～12：00

同人誌・グッズ等即売会＆コスプレ
「ヘパチョナ」

小さなコンサート（クラシックギター）

介護事業所のための
雇用管理責任者講習

家族信託相談会

公益財団法人介護労働安定センター福岡支部
　 092-414-8221
 　092-414-8222

5（土）

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

へぱちょな
　 hepachona@yahoo.co.jp

さくら福祉カレッジ
　 078-855-3720
 　078-855-3721

3

3

25（金） 10:00
～16：30 ケアマネ受験対策セミナー（直前対策）1

開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

10：00
～16：00

19：00
～20：30

20（日） 14：00
～15：30

9月

展覧会の絵ワークショップ
「ステキな画家に大変身♪」

久留米寄席 江戸落語
桃月庵白酒 独演会 白酒の錦秋

ウィッグ（かつら）展示即売会

古布手作り人・展

くるめシティーブラスの
街なかコンサート vol．4

くるめシティーブラス
　 050-3559-1998
　 0942-36-9094

8（火）

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000（代）

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000（代）

松家ノ子（マツヤノコ）
　 090-2088-2366

株式会社ユキ
　 0120-20-3020
　 052-459-7040

1・2

有料 参加有料 無料 参加無料

全指 全席指定 全自 全席自由 関係者 関係者のみ

要事前申込事前 要整理券整理

10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

ス ケ ジ ュ ー ル

SCHEDULE

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」

ザ・グランドホール

1

25（日） 音楽と絵が織りなす
『展覧会の絵コンサート』

21（月祝）
22（火祝）

7（水）

14：00～

14：00～

17（土）

8（木）
9（金）

21日 15：00～
22日 ①10：00～ 

 ②14：00～

7日 11：00～
8日 10：00～ 
9日 10：00～ 

→ P２参照

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000（代）→ P２参照

→ P３参照

宮原 浩子
　　 092-571-2379

※7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。

6（日） 14：00
～16：30 第11回シャンソンコンサート ラ・シャンソン・くるめ

　 0942-37-7366

いいくぼさおり
ライブ2020 久留米

筑紫言の葉舎
　 ckotonoha@gmail.com
WEB https://www.ckotonoha.com

24（土） 3,000円



〔注意事項〕
※営業時間は変更になる場合があります。
※保守点検等で臨時休業することがあります。

（土）
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詳細は久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ
kurumecityplaza.jp

公式Web

9月

10月

MICE
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。

マ イ ス

他 第29回ソノケミストリー討論会 日本ソノケミストリー学会28（月）
29（火）

学術集会

実践経営学会九州支部17 学術集会

※7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発売情報TICKETS
発売日(先行・一般) 公演日 料金会場 公演名

10/17（土）

※金額は全て税込み価格
※特に記載のない公演は未就学児入場不可

一般 3,000円
高校生以下 1,000円
※入場時要学生証提示

久留米寄席 江戸落語
桃月庵白酒 独演会 白酒の錦秋

音楽と絵が織りなす
「展覧会の絵コンサート」

1,500円

チ ケ ット

一般 9/5（土）
A席13,500円
B席9,500円
C席5,000円

ミュージカル「生きる」
11/21
22
（土）

（日）

一般 8/22（土）

一般 8/29（土）

10/25（日）

全指

全指

全指

久留米シティプラザ取扱チケットのお買い求めは

久留米シティプラザ2階総合受付
10：00～19：00（年末年始休業）

実践経営学会九州支部・九州経営活性化研究会
共同シンポジウム

施設の貸し出しにあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、使用人数の制限や、使用者（主催者）に感染防止

策を講じていただくなどの新たな条件があります。詳細については、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。

【施設使用にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止策について】

窓口で購入
※お電話でのご予約はできません。

〔注意事項〕
※予約後は、窓口もしくは最寄のセブンイレブンで
　お引取りいただけます。
※登録の際は、必ず利用規約をご確認ください。
※会員IDとパスワードはお忘れのないようご注意ください。
※セブンイレブンでのお引き取りには手数料がかかります。

インターネットで購入

公式ウェブサイト内の「久留米シティプラザオンライ
ンチケット」からご登録（無料）ください。一度登録す
ると、以降のチケット予約の際は連絡先などの入力
が不要です。

◎チケットの発売初日はWeb予約のみです。残席がある場合は、発売初日の翌日から窓口でも販売します。

◎個人情報は、公演の変更・中止等の連絡や、新型コロナウイルス感染の疑いが生じた時に保健所などの要請を受けて提出させていただく場合があります。



9月の臨時休館日 9月23日(水)・24日(木)

INFORMATION 施設案内
イン フ ォメ ー シ ョン

【アクセス】西鉄久留米駅からタクシー約4分、路線バス約5分、徒歩約10分
JR久留米駅からタクシー約7分、路線バス約10分、徒歩約20分

編
集
後
記

◀西鉄久留米駅方面（東棟） JR久留米駅方面（西棟）▶

Vol.03   2020年8月1日発行
これは音声コード
Uni-Voiceです。

この編集後記を書いている今、ニュースで久留米市が大きく取り上げられる程
の豪雨に見舞われています。加えて、新型コロナウイルス感染症も、まだまだ
不安が拭えない日々。不安を感じる今だからこそ、文化芸術が精神的な支えに
ならなくてはと考えています。実質的な「距離」をとらないといけない時代で
すが、久留米シティプラザと文化芸術はいつもあなたのすぐそばにあります。

ベビーチェア

入り口の
このマークが目印！

車椅子で入れます

館内にある「みんなのトイレ」についてご紹介。お気軽にご利用ください。

みんなのトイレ（多目的トイレ）

※設備は場所によって異なります。ドアの表示をご確認ください。

ベビーベッド

多目的ベッド オストメイト対応

フィッティングボード
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