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これは音声コード
Uni-Voiceです



アイコンの読み方
全席指定全指

チケットぴあチケぴ ローソンチケット イープラスe+久留米シティプラザCP

全席自由全自 入場・観覧無料無料 要事前申込事前 要整理券整理

ピックアップ

PICK UP

Mr.BUNBUN
コメディ

九州を！いや、日本を代表するコメディ

スター！様々なキャラクターを演じ分

け、笑いを提供し続けるコメディの申

し子。

第7回 久留米たまがる大道芸2022
「たまがる」とは、筑後弁で「びっくりする」の意味。日本トップクラスの大道芸人が
久留米のまちなかで驚愕のパフォーマンスを繰り広げます。

出演者紹介!!

11/19（土）16：00～18：30　20（日）11：00～15：00　〈雨天決行〉

久留米シティプラザ 六角堂広場、
西鉄久留米駅東口広場、東町公園（11/20のみ） 他

久留米たまがる大道芸実行委員会事務局（久留米シティプラザ内）
☎0942-36-3000

会 　 　 場

料 　 　 金
お問合せ先

無料

K-TARO
クラシック音楽

海外でも活躍するクラ
シック一筋のオペ

ラ歌手がストリートミ
ュージックに挑戦！

「クラシック音楽を身
近に」をテーマに、の

びやかな歌声であなた
を包み込みます。

けーたろー

芸人まこと
THE大道芸
お客さんのテンションを自由自在に操りまくる生粋のテンションコントローラー!芸もトークも、やることなすこと常識無用！！ミスター治外法権、ここに現る！！

ココナッツ山本
コメディ＆チャイニーズポール
この男、見るからに怪しすぎる。でもこの面白さ、吸い寄せられて離れられない…。ココナッツ。観客の吸引力が変わらない、ただひとつの大道芸人!

SUKE3＆SYU
コメディアクロバット

派手な技から技巧的な技まで、迫力満点の

アクロバットを、コメディを交えながら、

ユーモラスにお届けします！息のあったコン

ビネーションは、興奮すること間違いなし！！

すけさんあんどしゅー

中国雑技芸術団中国雑技
バランス・軟体・アクロバット、磨き抜かれた身体が魅せる、壮絶な技の数々。観る者の想像を軽く凌駕する驚きの連続に、思わず息を呑むほど!

ブラックエレファンツ
JAZZ＆ブラックミュージック
トロンボーン＆トランペットを中心とした熱きブラス隊。高らかな破裂音＆ボディにくる低音で、テンションをフルMAXまで押し上げます！

助成：令和4年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

※出演者は変更になる場合があります。

これは音声コード
Uni-Voiceです
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※金額は全て税込み価格

詳しくは久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ　kurumecityplaza.jp
公式Web

トピックス

TOPICS

村川拓也 Pamilya（パミリヤ）

12/17（土）18：00開演 ★アフタートーク有り　18（日）15：00開演　※開場は開演30分前

村川拓也
ジェッサ・ジョイ・アルセナス
Cボックス
日本語（英語字幕あり）
　　一般3,000円、U25（25歳以下）2,000円、高校生以下1,000円
※U25、高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可　託児サービス有（要事前予約/定員有/無料）

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

全自

演 出
出 　 　 演
会 　 　 場
言 語
料 　 　 金

チケット取扱い
お問合せ先

CP
助成：令和4年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

11/27（日）14：00～15：30

劇場で考える ～多文化共生～
「Pamilya(パミリヤ)」の背景にある、多文化共生をめ
ぐる諸課題をテーマにしたトークイベントを開催しま
す。久留米市内外で、外国籍の人々に対して育成や支
援を続けるゲストのお話を手掛かりに、この課題をい
かに他人事ではなく、自分事にしていくのか考えます。

Pamilya（パミリヤ）／関連事業　プレレクチャー

ゲ ス ト

進　　行
会　　場
料　　金
定　　員
申　　込
お問合せ先

田中優子（外国人介護士育成・就労支援）
田中俊明（リアルテクノロジー株式会社 代表取締役）
長津結一郎（九州大学大学院 准教授）
中会議室

30名（先着順）
　　 　をご確認ください。申込締切：11/17（木）
久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

無料 事前

公式Web

一般発売：10/15㊏

今そこにある「現実」をもとに、ドキュメンタリー的手法で舞台作品
を制作する演出家、村川拓也。本作は、彼が福岡の介護福祉施設を
リサーチし出会ったフィリピン出身の介護士を出演者として迎え、
2020年に初演。この度、現在はフィリピンで暮らす彼女を招き、再
創作のうえ、上演します。

「Pamilya」はタガログ語で「家族」のこと。母国では介護は家族が
担うものという価値観がある介護士と、介護を受ける日本人との
間に生まれる、もうひとつの「家族」の物語です。

舞台上に再現されるのは、介護福祉施設の日常。そこには、筑後弁による親密なやりとりと身体の接触が入り混
じります。異なる国籍、言語、文化、世代、経験を背景に築かれていく「ケアをする／される」関係からは、「介護」
「家族」「外国人労働者」といった現代日本社会を象徴するような事柄が浮かび上がります。誰もが無関係では
いられない「支える／支えられる」こと、その本質を問う作品です。

知る／みる／考える　私たちの劇場シリーズ Vol.2

知る／みる／考える　私たちの劇場シリーズ
独自の視点で時代を捉え、表現方法をも模索し応答しようと試みる意欲的な作品をセレクトし、みなさまにご紹介。
本シリーズの第2弾として、村川拓也「Pamilya（パミリヤ）」を上演します。

撮影：富永亜紀子

これは音声コード
Uni-Voiceです
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トピックス

TOPICS

アイコンの読み方
全席指定全指

チケットぴあチケぴ ローソンチケット イープラスe+久留米シティプラザCP

全席自由全自 入場・観覧無料無料 要事前申込事前 要整理券整理

※金額は全て税込み価格

2023年 3/4（土）　5（土）
木ノ下歌舞伎　桜姫東文章 （さくらひめあずまぶんしょう）

　 作 　
監修・補綴
脚本・演出
出 　 　 演
会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

鶴屋南北
木ノ下裕一
岡田利規
成河、石橋静河　他
久留米座
　　一般4,500円、U25（25歳以下）3,000円、高校生以下1,000円
※U25、高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

全指

CP

木ノ下裕一監修・
 ほ てつ
補綴、岡田利規脚本・演出で、鶴屋南北の代表作に挑みます。

未曾有の天災や人災など、社会が大きく変容し続ける現代に、価値観を問い直す意欲作。

一般発売：12/11㊐

ⓒ東直子ⓒKikuko Usuyama

出 　 　 演

会 場
料 金

チケット取扱い
お問合せ先

指　揮：阪哲朗
ピアノ：小林海都
管弦楽：兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC）
ザ・グランドホール
　　S席3,000円、A席2,000円、高校生以下1,000円
※高校生以下は要証明書提示　※未就学児入場不可
　　エムアンドエム
エムアンドエム　☎092-751-8257（平日10：00～18：00）

全指

チケぴCP

国際的に活躍する指揮者･阪哲朗とピアニスト･小林海都を迎え、チャイコフスキーの
ピアノ協奏曲 第1番などをお届け。新春にふさわしい多彩な音色をお楽しみください。

2023年 1/7（土）15：00開演　※開場は開演45分前
オーケストラ・キャラバン～オーケストラと心に響くひとときを～
兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC）　ニューイヤーコンサート in 久留米

一般発売：9/30㊎

11/23（水・祝）14：00～15：30

木ノ下裕一 トーク＆レクチャー
木ノ下歌舞伎「桜姫東文章」の上演を前に、主
宰・木ノ下裕一を迎え、作品内容や時代背景を
解説します。伝統芸能に馴染みのない方も楽し
めるトーク＆レクチャーです。

木ノ下歌舞伎「桜姫東文章」／関連事業

講 　 　 師
会 　 　 場
料 　 　 金
定 　 　 員
申 　 　 込
お問合せ先

木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎 主宰）
Cボックス

50名程度（先着順）
　　 　をご確認ください。申込締切：11/16（水）
久留米シティプラザ　☎0942-36-3000

無料

公式Web

企画制作・製作：木ノ下歌舞伎／一般社団法人樹来舎
助成：令和4年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

木ノ下裕一岡田利規

ⓒTsutomu YagishitaⓒFlorian Hammerich

小林海都阪　哲朗

石橋静河成河

事前

これは音声コード
Uni-Voiceです

04
2 0 2 2
09.20



詳しくは久留米シティプラザ公式ウェブサイトへ　kurumecityplaza.jp
公式Web

スケジュール

SCHEDULE
ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス

10/13（木） 六角堂広場ランチタイムコンサート

11/6（日） 北野生涯学習センターで出前落語会

観覧無料

ピックアップ

PICK UP

※開催時間や、チケット情報等については後日発表。詳しくは　　　  をご確認ください。公式Web

10月
開催日 料金など お問合せイベント名時間 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

15：00～
17：009（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

平日にちょっと楽しめるコンサート。お昼を食べながら聞くもよし、通りすがりに聞くもよし。
六角堂広場で、いつもと違うひとときを過ごしませんか？

より多くの方へ落語の楽しさを届けることを目的に、北野町への出前公演を開催します。
出演は、これまで「久留米座 花緑会」を開催し、好評を博している落語家・柳家花緑。
そのスピード感溢れる歯切れのよい語り口を、ぜひお楽しみください。

（公財）久留米文化振興会（石橋文化センター内）　☎0942-33-2271お問合せ先

久留米シティプラザ　☎0942-36-3000お問合せ先

❶12：10～12：50

倉冨 理恵
（電子オルガン）

山田 明子
（フルート）

❷13：10～13：50

江島 瑠里子
（ピアノ）

川口 力
（サクソフォン）

柳家花緑

〈演奏曲〉
・ディズニーメドレー
・ジブリメドレー
・マツケンサンバ
〈コメント〉
この日を楽しみに、また終わっ
た後も楽しかったねと言える
時間をご一緒しましょう。

〈演奏曲〉
・銀河鉄道999 
・スペイン

〈コメント〉
爽やかな芸術の秋、伸びやか
なサクソフォンとピアノの音色
をお楽しみください。

【11/10（木）にも開催】

これは音声コード
Uni-Voiceです
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スケジュール

SCHEDULE

アイコンの読み方
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

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 料金など お問合せイベント名時間 会場

開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

（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

㈱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11月

10月

10月

（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

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

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

（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

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

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

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

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

これは音声コード
Uni-Voiceです
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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）」

※金額は全て税込み価格

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MICE マイス

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

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

10月

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

10月 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

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

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
一般社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会
✉jamt56kyusyu@fukuokaamt.or.jp

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
公益社団法人　日本皮膚科学会内
大会運営部　運営チーム
☎03-3811-5079

主

問

11月
※8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。

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

開催日 料金など お問合せイベント名時間 会場

開催日 内容 主催／お問合せイベント名 対象者会場

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

これは音声コード
Uni-Voiceです
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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

誌面だけでは
お伝えしきれない情報を
各SNSでお届け！

【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

休館日　10月24日（月）

〈駐車場案内〉
収容台数：114台

公式Web

久留米シティプラザ kurumecityplaza.jp

久留米シティプラザは、3つのホールと会議室、展示室、スタジオ、全天候型広場、さらに本格的な和室や交流スペース、
ショップ＆レストランがあります。

ショップ＆レストラン 現在、9店舗のショップ＆レストランがあります。今回はその内3店舗をご紹介。

素材と味にこだわり
抜いたケーキや焼菓
子が揃う洋菓子店。
イートインコーナー
では、ランチメニュー
が楽しめる。

銀のすぷーん 久留米シティプラザ店

営業時間
電 話
店 休 日

10：00～19：00（11：00～17：00 ランチ）
0942-65-3065
火曜日（イベント等により変更有り）

「植物のある暮らし」を
コンセプトに、生花や
植物、雑貨を販売する
フラワーショップ。花
束やフラワーアレンジ
メントも受け付ける。

GARAJU（ガラージュ） 久留米シティプラザ店

営業時間
電 話
店 休 日

11：00～18：00
0942-32-2287
火曜日

手づくり餃子や麺類
など本格中華がお手
ごろ価格で味わえる
中華料理店。テイク
アウトやオードブル
の注文もできる。

中華 真真好 （しんしんこう）

営業時間

電 話
店 休 日

11：30～15：00（LO 14：30）　ランチ
17：00～21：30（LO 21：00）　ディナー
0942-48-0658
木曜日

〈 ほとめき通り商店街アーケード 〉

〈 明治通り 〉

六ツ門テラス

地下駐車場出口

六ツ門口

地下駐車場入口

▲ 西鉄久留米駅方面 JR久留米駅方面 

▲

中華 真真好

銀のすぷーん

GARAJU

六ツ門・シティプラザ前バス停郵便局前

これは音声コード
Uni-Voiceです
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