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TOPICS

宮川彬良＆アンサンブル・ベガとは

1997年結成。阪神・淡路大震災で心沈んだ人々が、明るい笑顔を取り戻すことを願い、
兵庫県宝塚市のベガ・ホールで生まれました。作・編曲、ピアノ、トークを担う宮川彬良
とオーケストラ主席奏者ら8名により構成されています。

春を待つ歌を、みなさんと楽しく面白く紐
解く“綴じ込み付録”企画。
難しい歌詞にどうメロディをつけたのか、宮
川彬良が作曲家目線で語ります。

プログラム

メッセージ 

久留米の皆さん、お元気ですか？
ようやく、私たち宮川彬良＆アンサンブル・ベガ2度目の久留米公演が叶います。
前回は2018年の1月、真新しいザ・グランドホールへ参上しました。
木の香りのする見事なホールに久留米市民の皆さんがうらやましくなったものです。
そして実は、本当ならこの5月、ゴールデンウィークに皆さんとお会いできていたはずで
した。が、致し方なく延期（理由は皆さんもご想像のとおりです）。涙をのみました。
次に久留米へ行けるのは少し先だろう、みんなでその時まで元気にいような！と心静か
に待つつもりでしたがなんと！天の采配で次のお正月にお招きいただけるというではな
いですか。集い、笑い、音を重ねることが何よりの免疫力アップ↑になると信じて疑わな
い我々アンサンブル・ベガのコンサートへ、お待ちしています！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ一同

ショー仕立ての贅沢極まりない
至福のコンサート
Eテレの音楽番組「クインテット」や「マ
ツケンサンバⅡ」でお馴染みの人気作曲
家・宮川彬良とアンサンブル・ベガが、再
び久留米にやって来ます。絶妙なトーク
とコミカルな演技、表情豊かなアンサン
ブルが奏でる音楽は、いわゆるお話つ
きのコンサートではなく、「一級のエン
ターテインメント･ショー」です。再開（再
会）を心待ちにしていたメンバーととも
に、清々しい新春を迎えましょう！

2022年 1/16（日） １4:00　※開場は開演の30分前
開館5周年記念
久留米シティプラザ キッズプログラム
宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート2022

©T.Tairadate

©T.Tairadate

©T.Tairadate

チケット発売中

宮川彬良、アンサンブル・ベガ
ゲスト：廣澤敦子（メゾソプラノ）
ザ・グランドホール
　　  おとな2,500円
　　  中高生1,500円
　　  こども（5歳～小学生）1,000円
※4歳以下のお子様の入場はご遠慮ください
※中高生は入場時要学生証提示

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

会

料

出

全指

CP
問

チ

久留米シティプラザでは、未来を担う子どもたちに、
自由な感性や創造力を育んでほしいという

願いを込めて、
作品の上演やワークショップを

行っています。 絶好調!!シリーズ
　　　「歌の真相…の深層」
♪早春賦
　（詞／吉丸一昌　曲／中田章）

All arranged by Akira Miyagawa
＊曲目は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

あけまして春でしょ？
　　　こんなに音がまぶしい！
♪すみれの花咲く部屋
　（F.デーレ・宮川彬良）
♪春の海（宮城道雄）
♪オー・ソレ・ミオ（カプア）
♪ワルツィング・キャット
　（アンダーソン）
♪室内楽のためのモンタージュ
　《宇宙戦艦ヤマト》
　（宮川泰・宮川彬良）

本公演は、託児サービスを行います。
要事前申込（10/23～12/24）・定員有り・無料。
託児サービス利用者向けのアフターミニコンサート
を実施。

詳しくは　　　　　　をご確認ください。公式Web
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※金額は全て税込み価格

シティプラザの新型コロナウイルス対策に関する
取り組みに関しましては、公式ウェブサイトをご確認ください。
kurumecityplaza.jp

これは音声コード
Uni-Voiceです。

2 0 2 1
11.22

飛ぶ劇場Vol.43
ジ エンド オブ エイジア

飛ぶ劇場の原点
21年ぶりの再演
北九州を代表する劇団・飛ぶ劇場が2022年
も久留米に登場。再々演となる本作は、飛ぶ
劇場の原点とも言える作品。作者自らのヒマ
ラヤ登山体験を盛り込みながら「山小屋で起
きる一夜の物語」を描きます。多くの人が行き
交うヒマラヤ山中の山小屋で季節外れの雪
崩が発生し…。アジアの辺境で様々な渦に巻
き込まれ、人々は何を見つけるでしょうか。観
る者を地上で最も高い場所へと誘います。

　  泊篤志
桑島寿彦、内山ナオミ、木村健二、
葉山太司、中川裕可里、脇内圭介　他
Cボックス
　　 一般2,800円、学生1,800円
　　 高校生以下1,000円
※当日200円増
※未就学児入場不可
※学生・高校生以下は入場時要証明書提示
　　  コリッチチケット
飛ぶ劇場制作事務所
　 090-2514-3145
　 info@tobugeki.com

問

チ

会

料

出

作 演

2022年 1/22（土）                                  23（日） １4:00　※開場は開演の30分前

全自

CP

１8:00
★アフタートーク有り チケット発売中

柳家花緑 独演会 2022
第五回 久留米座 花緑会

スピード感たっぷり
花緑ワールドを再び
古典落語はもとより、新作落語にも意欲的に
取り組むなど、新しい未来を切り拓く旗手と
して注目されている柳家花緑。定番となった
「久留米座 花緑会」を2022年も開催します。
抱腹絶倒のまくらで会場を笑いに包み、ス
ピード感溢れる歯切れの良い落語で観客をグ
イグイと花緑ワールドへ引き込みます。「お客
様の前で話せることが特別な時間」と語る彼
の“生落語”をご堪能ください。

柳家花緑
久留米座
　　 3,800円
※未就学児入場不可
　　  ※発売初日はWebのみ
　　　　　  ピクニックチケットセンター
ピクニックチケットセンター
　 050-3539-8330
　 （平日12：00～15：00）

問

チ

会

料

出

2022年 2/12（土） １3:30　※開場は開演の30分前

CP

本場ロシアの実力派バレエ団が
待望の来日！
世界的ダンサーを多数輩出するモスクワ・
クラシック・バレエが久留米にやってきます。
演目はチャイコフスキーの3大バレエのひと
つ「くるみ割り人形」。クリスマスの風物詩とし
て世界各国で愛される作品を上演します。物
語の中で主人公マーシャが成長する姿は年
齢問わず感動をおぼえることでしょう。初め
てバレエを観る方にもおすすめな本作品、ご
家族や大切な人と一緒にぜひご覧ください。

モスクワ・クラシック・バレエ
ザ・グランドホール
　　 S席8,000円
　　 A席6,500円
　　 B席5,000円
※3歳以下入場不可
　　  光藍社チケットセンター
　　　　　  セブンチケット
久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

問

チ

会

料

出

12/8（水） 18:30　※開場は開演の30分前

全指

全指

CP

チケット発売中

ロシア国立モスクワ・クラシック・バレエ
くるみ割り人形

やなぎ や か ろく

チケット一般発売 12/4（土） 発売初日はWebのみ

シティプラザWeb限定先行発売
 11/27（土）のみ Webのみ取り扱い
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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

誰にでも書ける、あなたにしか書けない戯曲講座
戯曲初心者から本格的に書いてみたい方まで、若者を対象にした戯曲講座を開催します。講師は、2022年1月22日・23日に「ジ エンド オブ エイジ
ア」の上演を控えた劇団・飛ぶ劇場の代表で劇作家・演出家の泊篤志。高校生・大学生の演劇活動の促進に長年携わってきた泊氏から、戯曲につい
て学べるほか、実際に短い戯曲を書くことにも挑戦します。演劇経験がなくても大丈夫！ぜひこの機会に戯曲について学んでみませんか？

2019年12月開催ワークショップの様子

講師　泊篤志（飛ぶ劇場）
スタジオ3
500円

会

料

久留米シティプラザ「戯曲講座」係
　 0942-36-3000

問

対象　15歳～25歳程度
　　　戯曲を書いてみたいという方であれば、
　　　経験の有無は問いません。
定員　15名程度（要事前申込）

12/26（日）13：00～17：00

申込　　　　　   をご確認ください。
          申込締切：12/16（木）必着

公式Web

PICK UP
ピ ッ ク アップ

 

創造力膨らむ、立体えほんの世界へ

「ピン・ポン」 公演レポート

10月3日（日）、「ピン・ポン」を久留米座で開催しました。セリフの無いお芝居
ですが、全身を使った表現、ピンポン玉や傘、ホースなど身近な物を使った舞
台美術、予測ができない展開に目が離せませんでした。子どもだけでなく、大
人もちょっと前のめりで手を叩いている姿がほほえましく、年齢関係なく楽し
んでいただけたようです。終始、子どもたちが楽しそうに笑う声が会場を包み
ました。

託児サービスを実施
久留米シティプラザキッズプログラムの公演で
は、小さいお子様がいる方も安心して鑑賞いただ
けるよう、託児サービスを行っています。（生後3ヶ
月以上のお子様が対象）

〈 お客様の声 〉
●

●

●

●

 

日常では想像することができないほどの内容で、私も子供もとっても楽
しく見ることができました。まさかの連続でしたが、ケラケラ笑って
素敵な時間を過ごせました。

全身での表現・生演奏、とても贅沢な時間でした ！
良質なプログラム感謝です。

子どもも集中力を途切れさせず
最後まで楽しんでいました。

あっという間に終わりました。
また見たいです。

2022年1月16日（日）に上演する、久留米シティプラザ キッ
ズプログラム 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ ニューイヤー・
コンサート2022でも託児サービスを行います。詳細はP２へ

企画制作：NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺
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TICKETS
公演日 料金公演名

シティプラザ発売情報 ※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

チ ケ ット

発売中

発売中

発売中

発売日

全指

全指

S席8,000円　A席6,500円
B席5,000円

※3歳以下入場不可

※当日200円増
※学生・高校生以下は入場時要証明書提示

12/8（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

一般2,800円　学生1,800円
高校生以下1,000円1/22

23
（土）
（日）

飛ぶ劇場Vol.43
ジ エンド オブ エイジア

全自2022年

※4歳以下のお子様の入場はご遠慮ください
※中高生は入場時要学生証提示

おとな2,500円　中高生1,500円
こども（5歳～小学生）1,000円

1/16（日）
2022年 久留米シティプラザ キッズプログラム

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート2022

全指 3,800円2/12（土）
2022年 柳家花緑 独演会 2022

第五回 久留米座 花緑会

◎購入後のチケットの変更・キャンセルはできません。
◎営利目的のチケットの転売はできません。

〔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。

シティプラザ取り扱いチケットのお買い求めは

シティプラザ2階総合受付
10：00～19：00（年末年始休業）

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
　お引き取りいただけます。
※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。
※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。

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。

◎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。

発売初日は
Webのみ12/4（土）一般

11/27（土）のみ先行 Webのみ
取り扱い

六ツ門テラスイルミネーション
〔期間〕11月19日（金）～
　　　　　2022年2月頃まで
六ツ門テラスを華やかなイルミネーションで彩ります。
冬の風物詩をお楽しみください。

有料 参加有料 無料 参加無料

全指 全席指定 一般 一般参加可全自 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

アイコンの読み方
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12月

㈱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

ス ケ ジ ュ ー ル

開催日 時間 会場 イベント名 料金など お問合せ

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
SCHEDULE

久留米シティプラザ
　 0942-36-3000

10：00

10：30

18：30

14：00

8（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

久留米シティプラザ
　 0942-36-300014：0016（日）

久留米シティプラザ　キッズプログラム
宮川彬良&アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート2022

㈱ユキ
　 0120-20-3020

九州国際バッハ音楽コンクール事務局
　 090-1345-9271

10：00
～16：00

14：00
～15：30

19：00
～20：45

14（火） ウィッグ（かつら）展示即売会

1・2

株式会社アーツバディ
　 090-2960-0931
 　contact@artsbuddy.jp

3（金） 株式会社アーツバディ創業記念/
オーケストラ・アンサンブルガレ特別公演

飛ぶ劇場制作事務所
　 090-2514-3145
 　info@tobugeki.com

22
23
（土）
（日）

飛ぶ劇場Vol.43
ジ エンド オブ エイジア

22日18：00
23日14：00

18日13：00
19日9：30

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

ジングルベルコンサート26（日） 久留米空桶太鼓
　　 0942-38-9871

第15回九州国際バッハ音楽コンクール本選会18
19
（土）
（日）

10：30 新春！まちなかエンギモノ8
9
（土）
（日）

㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

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

18：00 まちなかシネマ「ゼロ・グラビティ」25（火） ㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

10：30 節分豆まき 鬼とあそぼう！29（土） ㈱ハイマート久留米
　　 0942-38-5677

14：00
まちなかKidsシネマ
「トロールズ ミュージック★パワー」9（日） ㈱ハイマート久留米

　　 0942-38-5677

7（火）

1月

アイコンの読み方 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階席・2階席 3,000円
3階席・4階席 2,000円

一般2,000円
高校生以下1,500円

S席8,000円
A席6,500円
B席5,000円

おとな2,500円
中高生1,500円
こども（5歳～小学生）1,000円

一般2,800円
学生1,800円
高校生以下1,000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

14：00
～16：00

京楽座
　 03-3545-0931
 　kyorakuza@yahoo.co.jp

24（金） 時のふるさと～古賀政男のいる風景 2,000円

西南学院大学管弦楽団
　 080-2705-5134
 　seinanorch@gmail.com

11（土） 西南学院大学管弦楽団
第59回定期演奏会 1,000円

13：00
～15：005（日） 子どもから大人のための天文学講座

小中高無料
1,000円事前 久留米連合文化会

　 0942-32-7487
　 0942-48-6660



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
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Uni-Voiceです。

2 0 2 1
11.22

ス ケ ジ ュ ー ル

SCHEDULE
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

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

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

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

14（金） 他 第303回 日本YEG役員会等諸会議 久留米商工会議所青年部
　 0942-32-3131

会議

12月

1月

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

※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、シティプラザ公式ウェブサイトをご確認ください。

施設の貸し出しにあたっては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、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
条件があります。詳細については、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防止策について】

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

有料 参加有料 無料 参加無料

全指 全席指定 一般 一般参加可全自 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

アイコンの読み方

ＦＰ事務所羅針盤
　 0942-38-7081
 　toiawase@fprashinban.com12月

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

6
8
14
15
21
24
27

（月）
（水）
（火）
（水）
（火）
（金）
（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



編
集
後
記

10月上旬にもかかわらず、気温が30℃を越え、季節はずれの暑さが続いてい
ます。10月の連続真夏日最長記録を更新した都道府県もあるとの事。もみじは
寒暖差があることで、綺麗に赤く色付くと言われています。これから気温がグッ
と下がり、この号が発行される11/22には、六ツ門テラスに植栽しているイロ
ハモミジが紅葉するといいなぁと今から期待しています。Vol.18   2021年11月22日発行

これは音声コード
Uni-Voiceです。

久留米シティプラザ地下駐車場  収容台数：114台

www.parkinfo.kurume.jp.net

P

公式Web

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

08
2 0 2 1
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施設案内
◀西鉄久留米駅方面（東棟） JR久留米駅方面（西棟）▶

1

大会議室

展示室

Cボックス

1

1 F

2 F

3 F

4 F

5 F

1 F

2 F

3 F

4 F

5 F 5

9六角堂広場 六ツ門テラス

中会議室

久留米座

2

6

6
10

カタチの森

ザ・グランドホール

小会議室3

7

11

和室 「長盛（ちょうせい）」

スタジオ1～4

総合受付

4

8

地下駐車場
DreamsFM
サテライトスタジオ

2

5

7 8

9

10 11

P

P

P
FLOOR MAP

3 4

イン フ ォメ ー シ ョン

INFORMATION

展示室
可動壁で3つに分割でき、催事の規模に合わせたレイアウトが可能。会社説明会や絵画・書道の展示会などに
ご活用いただいています。

12月13日（月）・20日（月）
年末年始 12月29日（水）～2022年1月3日（月）休館日

展示会

説明会

全面利用

【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
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